県議会議員として、元一宮タウン情報誌 EGG 編集長として、高いアンテナで情報をキャッチ。高橋正子が地域の話題にズームイン！
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自 立 を 目 指 し 、 障 が い 者 が 挑 む「

小牧ワイナリー

ワイン造り」

ななつぼし葡萄酒工房

名前の、
「ななつぼし」は ななほしてんとう虫 といって、
欧州では幸せを運ぶ縁起の良い虫から名付けられたもの。

ななつぼし
︵赤︑白各￥1250︶

自然豊かな小高い山に立つ﹁小牧ワイナリー﹂は︑障がい

者の自立支援を目的に︑ぶどうを栽培収穫してワインの醸

造︑販売までをする﹁ななつぼし葡萄酒工房﹂と︑障がいのあ

る人が就職に向けてトレーニングを行う﹁ピア小牧﹂の複合

人が

施設︒社会福祉法人﹁AJU自立の家﹂
︵名古屋市昭和区︶が

昨年5月にオープンさせた︒現在︑知的障がい者ら約

通所し︑2003年から岐阜県の多治見修道院でワイン造

りに携わった経験を活かし︑オリジナルワイン﹁ななつぼ

し﹂を製造する︒2
.5ヘクタールの畑で実ったぶどうの栽

培・収穫から仕込み︑瓶詰め︑ラベル貼りまで︑一連の作業

醸造したワインの蔵出しがあり︑障がい者の夢

はすべて障がい者とAJUの職員の手で︒今春には︑初めて

醸造所に併設してショップやカフェもあり︑

を乗せたオリジナルワインは反響を呼んだ︒

﹁ななつぼし﹂ワインの他︑世界の修道院で造ら

夢は︑信長が初めて城を築いた小牧から全国

れた珍しいワインの販売もある︒

へ︑ななつぼしワインを﹃信長ワイン﹄として売

り出すこと！この秋︑2016年の仕込みもス

タートし︑さらに磨きをかけたおいしいワイン

造りに取組んでいる︒

30

ぶどうを栽培収穫してワインの醸造・販売へ！
オリジナルワイン
﹁ななつぼし﹂が誕生！

小牧市大字野口字大洞 2325-2
TEL（0568）79-3001
営業時間／ 10:00 〜 17:00
（ラストオーダー 16:00）
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）
カフェは第 2・4 火曜日

4 種のチーズピザ（￥900）、グラスワイン（￥500）
小牧温水
小牧東 IC から プール
車で約 5 分

小牧ワイナリー
東洞

野口

41

AJUワインフェスタin多治見修道院（AJU自立の家主催）

至一宮

日 時／11月3日（木・祝） 10:00〜14:30
場 所／多治見修道院（岐阜県多治見市緑ケ丘38）
参加費／前売￥3000（当日￥3500）

小牧東 IC

八幡社南
桃花台

小牧 IC

野口大山
四季の森

155

東名高速道路

中央自動車道

収穫されたぶど
うは実を押しつ
ぶしてぶどう果
汁を抽出し、醸
造タンクへ。

「手づくりコスメ体験」は、
廃校になった山里の木造小学校の
東栄町体験交流館「のき山学校」で。

天然療養泉とは

北設楽郡東栄町下田軒山 13-7
TEL（0536）76-1722

のき山学校は、平成 22 年に閉校した旧東栄町立
東部小学校を活用し、地域内外の人たちの交流促進
と観光振興、集落の活性化を目的に生まれ変わった
木造 2 階建ての山里の学校。
館内には、東栄町図書館「のき山文庫」や「Café
のっきぃ」などがある。
（採掘鉱山から車で約 20 分）

ビューティーツー
リズムで 町 お こ
し を 企 画 し た、
大岡千紘さん

「鉱泉」に該当する
ものの中で、特に
医療的な効果が期
待できるもの、治
療目的に利用され
るものを「療養泉」
という。

露天風呂の「源泉風呂」は源泉かけ流し。湧出量
が豊富で、日量に換算すると 25m プール 2 杯
分に相当！泉質は「ナトリウム・カルシウム−塩
化物温泉」
（旧名：食塩泉）で、関節痛やリウマチ、
慢性消化器病、痔、慢性婦人病、慢性皮膚炎、やけ
ど、病後回復などに効果。特にアトピー性皮膚炎
に効果大とか。人体に極めて近い水素イオン濃度
「PH7.4」
（中性）だから短時間の入浴で多くの温
泉 効 果 が 得 ら れ る。新
感覚の湯治場「とうえ
い健康の館」も隣接。

■入浴料／大人￥650
3 歳〜小学生￥350
北設楽郡東栄町
大字下田字花田 21
TEL（0536）77-0268
営業時間／
10:00 〜 21:00
（受付は 20:00）
定休日／水曜日

東栄町産のセリサイトに、「マイカパール」
や「二酸化チタン」などを調合して作る。

ツーリズム

ビューティー

コラボ
体験

前までに）
●要予約（3 日
-76-0502
TEL：0536
〜 17:00）
（平日 9:00
i@gmail.com
oe
i.t
or
Email：na

スメ体験」

「手づくりコ

土曜日
■日程／毎週
:00
0、13:30〜15
10:30〜12:0
■定員／20名
000（税別）
■料金／￥3,
月第 1土
鉱山の探検（毎
掘
採
ト
。
※セリサイ
0（税別）も実施
00
6,
￥
ト
ッ
曜日）とセ

理科室を再利用したパティシエのいるカフェ

Café のっきぃ

三信鉱工
株式会社

151

〒
431

NPO 法人てほへが運営するカフェで、理科室をリニューア
ル。メニューでおすすめは自家製生地の「ピタパンサンド」
（ド
リンク付セット￥800）や、ブルーベリーが入った「のっきぃ
カレー」
（セット￥1,080）に、本格パティシエが作った日替
わり手づくりケーキ（単品￥320・ドリンクセット￥600）。

至豊根

のき山学校

食事処ゆばやし
151

473

中設楽

473

（とうえい温泉から
車で約 5 分）

東栄町
役場

473

新橋北

お茶の
川根園

とうえい温泉
本郷

三信鉱工株式会社

151

北設楽郡東栄町大字振草字上粟代宮平 3

ファンデーションの原料「セリサイ
ト」を日本で唯一採掘している三信鉱
工株式会社は、愛知のものづくりを世
界的ブランドへと展開するため、県内
の優れたものづくり企業「愛知ブラン
ド企業」に 2007 年認定されている。

151

鳳来峡 IC
至豊田

「愛知ブランド企業」に
2007年認定

とうえい温泉の横を流れる
「蔦の渕」は、別名「奥三河の
ナイアガラ」と呼ばれる。 名号

営業時間／ 10:00 〜 16:00（土日・祝日は 9:00 〜） 定休日／水・木曜日

三遠南信自動車道（無料）
新城 IC

浜松いなさ北 IC
新東名自動車道
浜松いなさ IC

至佐久間

（三信鉱工株式会社へ
は鳳来峡ICからR151
を経由して約20分）

Go!Go! AICHI

唯一
愛知県 泉」
療養
「天然

世界が
注目！

ビューティーツーリズムは前半と後半に分か
れ、前半は「鉱山探検」で集合場所は三信鉱工。まず
は同社社長の三崎順一さんからこの地域で産出さ
れる鉱物「セリサイト（絹雲母）」の歴史や会社の概
要について話しをうかがった後、いよいよ採掘鉱
山へ。鉱山入口ではまずは鎮座する山の神様に挨
拶をし、トロッコ用線路に沿って薄暗い坑道を進
む。坑内の気温は一年を通して 18 度と快適。観光
鉱山と違って、現役稼働している手掘りの鉱山を
体験できることはとても珍しい！

Go!Go! AICHI

とうえい温泉「花まつりの湯」

自然の
お宝！

私も
セリサイト鉱山で
間近に鉱物を見学！
世界的現場に
感動！

Go!Go! AICHI

新東
名自
動車
道

ン！
ムイ

ファンデーションの原料「セリサイト（絹雲母）」を日本
で唯一産出しているのは、東栄町に鉱山を持つ絹雲母採
掘精製業の国内トップメーカー「三信鉱工株式会社」
。東
栄町産のセリサイトは、品質の高さから奇跡のパウダー
とも呼ばれ、世界が注目する天然資源。「ビューティー
ツーリズム naori（なおり）」では、自然に恵まれた東栄町
生まれの天然素材にこだわり、コスメティックのルーツ
を辿り手づくりコスメ体験ができる。実際に稼働中の三
信鉱工の鉱山に潜入し、自然の恵み「セリサイト」の採掘
現場で歴史や仕事について学びながら見学！その後、東
栄町生まれのセリサイトを使って、自分のための肌触り
なめらかな艷やか「ミネラルパウダーファンデーション」
を作る。原産地でコスメティックのルーツをすべて体験
ができるのは日本でもここだけ！

Go!Go! AICHI

愛知県衛生研究所の分析により︑
全国でも珍しい﹁療養泉﹂に認定！

東栄町特産「セリサイト（絹雲母）」鉱山の見学と、
「ミネラルパウダーファンデーション」作りを体験！

Go!Go! AICHI

が誇る

有名化粧品メーカーのファンデーション原料は東栄町特産品！
鉱山とコスメ体験 ビューティーツーリズム で町おこし！

Go!Go! AICHI

東栄町

日本でここだけの︑

﹁鉱山探検﹂＋﹁手づくりコスメ体験﹂と︑

愛知県の北東部、奥三河に位置する人口 3,400 人ほど
の小さな町「東栄町」は今、 美 をテーマにした地域おこし
事業「ビューティーツーリズム」で話題に！
東栄町で産出される鉱物「セリサイト（絹雲母）」は、純度
の高さから化粧品のファンデーションの原料に使われ、国
内外有名化粧品メーカーが注目！世界の一流メーカーの
ファンデーションにも東栄町産を使用するほど！そんな東
栄町の自慢や特性 を 生 か し て 企 画 さ れ た の が「ビ ュ ー
ティーツーリズム naori（なおり）」。自分好みのミネラル
ファンデーション作りや、セリサイト鉱山の見学ができ、こ
れが 美 に関心の高い女性に大人気！
さらに、東栄町の魅力は続く。
「とうえい温泉」も実は、温
泉の中でも希少といわれる「天然療養泉」に認定されている
効能バツグンの湯！湧出量も豊富で源泉風呂はかけ流し！
愛知県の山あいの小さな町・東栄町は「天然資源」の宝庫！

Go!Go! AICHI
全国でも希少の温泉﹁療養泉﹂︒

≪アクセス≫
名神一宮 IC→（新東
名経由）→浜松いな
さ北 IC→（三遠南信
自動車道）→鳳来峡
IC→R151 で 東 栄
町へ（所要時間／約
1 時間 45 分）

Go!Go! AICHI

〝美 〟と 〝健康 〟を発信する︑

東栄町

Go!Go! AICHI

愛知県北東部の小さな町︒

愛知県の自
が

魅力にズー
慢・

高橋正子

Go!Go! AICHI

北設楽郡

Go!Go! AICHI

がんばる！W
所長

大橋 生江さん（58 歳）
〜一宮市在住〜

愛知では女性の活躍を推進しています

昨年 7 月、一宮市と稲沢市を統括す
る中部電力一宮営業所長として着任。所
員 180 人のトップで陣頭指揮をとる。
10 年前に名古屋・熱田営業所の所長
を務め、営業所長は二度目。一宮の前任
地では本店営業部で各営業所のマネー
ジメント状況を把握するアドバイザー

かはディスカッション（対話の意）」

お母さん的な雰囲気で
営業所のムードメーカー︒

中部電力一宮営業所

MAN

こうした所長と所員の対話は、営業所

の空気を一新した。「私が女性だから内
に秘めた思いも話しやすかったのだと
思う。お母さんの雰囲気ですから」と、大
橋さんは確かな手ごたえで振り返る。こ
こ一宮は、長年、地域に親しまれてきた
歴史ある営業所。時代は「電力の自由化」

的業務を担当してきた。
大橋さんが一宮へ着任後、まず取組ん
だのは営業所で汗を流す所員の声を聞
き、働きやすい職場づくり、能力が発揮
できる環境を整備することだった。その
ために、約 4 か月間で 120 人の所員
と膝を突き合わせた対話を行った。その
名も「なんでも言っていいですか＝です

で営業所の役割も変わっていくけれど、
私達は オール一宮営業所 でこの地域
の皆さまと共に歩んでいきたい。
趣味は「西国三十三観音巡り」。仕事の

合間にまわってやっと半分を制覇、それ
が息抜きカモ…とやさしい笑顔が素敵
な人。

一宮で イキ イキ 活 動！ ♥ 地域 愛♥
愛♥道路パートナーシップ事業

大平島公園 SL 友の会

愛知県（一宮建設事務所）で管理している
道路を、地域の皆さんの協力を得て清掃や
除草などを行ってもらう社会貢献事業。

威風堂々！ 20 年ぶりに
「D51」が復活。
一宮市朝日の市民会館西側の
「大平島公園」は、別名「SL の公園」
として 1974 年に旧国鉄から借
りて設置された蒸気機関車
「D51」が人気を呼んだ。しかし時
代の変遷で、いつしか人気を集め
た花形機関車はほこりが積もり、
錆びついた老体は金網フェンスの
中に置き去りになっていた。
そんな光景に、SL を核に大平島公園にかつての賑わい
を取り戻したい！と立ち上がったのが、地元富士連区の有
志のみなさん。2014 年 10 月に「大平島公園 SL 友の会」
（高木正巳会長）を結成し、産業遺産である『SL D51』の維
持・保存活動を続けてきた。その熱意に一宮市も動かされ
今年約 1,600 万円の予算で車輌本体と展示施設を修繕。
20 年ぶりに威風堂々たる雄姿を市民に披露することに。
希望すれば間近で D51 を観賞することもできる。
≪問い合わせ≫大平島公園 SL 友の会・高木会長
TEL（0586）25-6835

11月20日（日）
「SLふれあいイベント」開催！
９:00〜15:00【入場無料】
朝市やフリーマーケット、一宮工
業高校のミニ電車走行などを予定。

木曽川町黒田

道路をきれいにする会

清掃・除草作業を簡素化
平均年齢75歳！の英知で、
植樹帯を「石庭」に大変身！
県道江南木曽川線＝木曽川東小学校北東地内（アピタ木
曽川店南）の約 450 メートルの道路を 4 年前から、愛・
道路パートナーシップ事業で管理する「道路をきれいにす
る会」
（代表・橋村時春さん）の取組が話題に。
かつては雑草が生い茂り、交通事故の危険個所にもなっ
ていた当地域の道路を、黒田地区老人クラブのメンバー
21 人が除草・清掃ボランティアをかってでたのは 4 年
前。以来、雑草も少ないきれいな道路を維持してきたが、会
員も高齢化で 12 人にまで減少、存続の危機に…。
少人数の高齢者でも道路管理ができる方法を模索して
いたところ妙案が。地元の造園業者から廃棄する石をもら
いうけ、植樹帯に置いて
「石庭風」に変身させた。
雑草も生えにくく、除草
作業もラク！これなら平
均年齢 75 歳でも継続で
きる。植樹帯の「石庭」は
いつしか評判となり、視
察に訪れる人も。

