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！

なつ菓子屋

昭和の時代、ポン菓子製造機を積んだリヤカーが町
内に来ると、米と砂糖を持って走った。米がはぜる瞬
間のボン！という大きな音に歓声が起こり、できたて
のポン菓子の味は格別だった。なつ菓子屋代表、中村
浩明さんはそんな懐かしい時代が忘れられず、18 年
前に脱サラをしてポン菓子職人になった。
今では、稲沢市赤池地内に工場を設置し、昔ながら
の手作業で、白米や玄米、黒豆、トウモロコシなどのポ
ン菓子を製造。「あいちのかおり」を使用しているの
は、ポン菓子にした時に 大粒 で味が良いからだそ
う。甘味はザラメを使って、丁寧に鍋で煮詰めてシ
ロップを作る。機械で米を爆ぜさせた後、この自家製
シロップを米にかけるが、この時に甘い香りが漂よ
う。購入できるのは、愛知県内の JA 直売所や、岐阜県
内の道の駅など。
※ポン菓子の実演出張販売も
OK ！
※事前問い合わせで、手が空
いていれば、米一升と砂糖
700g 持参すれば、ポン菓
子を作ってもらえるとか。
（料金は￥1,500）
●問い合わせ
TEL（090）1986-6217
9:00 〜 17:00
定休日／土・日・祝日

編集／発行

高橋正子事務所
〒491−0044
一宮市大宮 1−3−6
グランドメゾン大宮 1F
TEL（0586）71−2900

若き養蜂家

渡辺雅仁さん

みやび養蜂

現在、一宮に養蜂農家は 3 件。
「みやび養蜂」を経営
する渡辺雅仁さんは養蜂家に魅せられて脱サラ後、一
宮市内の養蜂農家で 5 年間修業。昨年 1 月に一宮市
丹陽町地内に養蜂場を開業した。とにかく「蜂」の巣箱
を置ける土地探しにはずいぶん苦労したことから、当
地の住民の理解には感謝したい…と渡辺さんは話す。
みやび養蜂のハチミツの大半は一宮市内の木「クロガ
ネモチ」から採取。さっぱりとした甘味が特徴で、その
他、多品種の花の蜜がブレンドされた渡辺さんの作
「百花蜜」には根強いファンもいる。
また、ハチミツの濃厚な清涼飲料水「はちビタ C」は
「いちのみや食ブランド認定」の渡辺さん自信作。ハチ
ミツやはちビタ C は、一宮市内 JA 産直広場「赤見店」
「尾西店」などで購入できる。

一宮市内の木「クロガネモチ」から蜂蜜を採取

ポン菓子製造販売

Vol.3

蜂蜜

地元米「あいちのかおり」でポン菓子づくり

代表の中村浩明さ
ん（中央）と奥様の
奈津美さん（右）
「ポン菓子のボン！
とはぜた時の子ど
もたちの歓声、驚き
のリアクションが
たまらない」と話す
中村さん。

＆周辺エリア

I

地産地消
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■清涼飲料水「はちビタ C」
（￥240）
■ハチミツ（小瓶￥1,190）
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西尾市役所

抹茶の老舗「あいや」で
西尾の抹茶に関する「特別な体験」ができる！
株式会社あいや
西尾市上町横町屋敷15番地
TEL（0563）56-2233（あいや本店）

株式会社あいやは、
「愛知ブランド
企業」第一期に認定された、抹茶の
トップメーカー。また、各種オーガ
ニック認証を取得し、世界中に抹
茶を届けている。

秋冬限定！
自慢のパンケーキ

創業明治 21 年の抹茶の老舗「あいや」は、伝統的な茶
臼製法で高品質な抹茶を作り続け、世界中に抹茶を届け
ている。そのあいやの工場の一角に、抹茶の製造工程から
茶匠（お茶の専門家）が行う茶葉の品質鑑定、ブレンド、茶
臼碾きでお抹茶作りなど、抹茶に関する特別な体験がで
きる博物館「あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く」が
オープン！今、抹茶は国内外を問わず人気が高く、その抹
茶の魅力に直に触れられるとあって見学申し込みも殺到
中。なんといっても見学が無料というのが魅力的！（ただ
し事前予約制）

「西尾の抹茶」をふんだんに使った
抹茶スイーツのようなかき氷
cafe LUKE

Go!Go! AICHI

Go!Go! AICHI

Go!Go! AICHI

MATC HA

（1名〜6名までの75分プランのご紹介）

国内外の抹茶製品を見学。

❷抹茶製造工程の見学
抹茶がどのように作られるのか
工場内での製造風景の見学。ま
た、茶畑の生産から抹茶ができ
るまでをわかりやすく紹介。

抹茶になる茶葉に欠かせない黒
い覆いがかけられた茶園をバー
チャルで体験し、黒い覆いの役
割を知るコーナーは必見！

私も
「茶臼碾き」
を体験！

❺茶臼の仕組み大公開

❹茶匠が行う「茶葉の品質鑑定」を体験

高品質な抹茶を作る茶臼の仕組
みを紹介。

茶葉の等級（品質）の決め方を実体験できる。

❼茶室で抹茶を点て、さらにスイーツを試食
自分で碾いた抹茶を茶室で点て（1 〜 6
名コース限定）、抹茶スイーツと一緒にご
賞味。他のコースはスタッフが呈茶を。

自分好みの味に茶
葉をブレンドした
後、茶臼で碾き、オ
リジナルの抹茶が
作 れ る。（1 〜 6
名コース限定）

西尾抹茶100％使用
「カテキン焼」

老舗こだわりの抹茶や人気のス
イーツをショッピング。

イメージ

西尾市歴史公園

西尾名物！
元祖！抹茶大判焼き「カテキン焼」
カテキン堂
西尾市鶴ケ崎町4-11
TEL（0563）77-2136
営業時間／10:00〜18:00
（金・土・日祝祭日のみ）
定休日／月〜木曜日

❽併設された店舗で買い物

75分プラン
❶❷❸❹❺❻❼
45分プラン
❶❷❼❽
60分プラン
❶❷❸❹❼❽
90分プラン
❶❷❸❹❺❼❽

西尾城の本丸丑寅櫓を眺めながら、
抹茶を一服…

（カフェ ルーク）

西尾市寄住町若宮17
TEL（0563）65-2946
営業時間／11:00〜16:00
18:00〜22:00
オーナーの
定休日／水曜日、
稲垣昌利さん
第2・4火曜日

見学無料

●電話予約の場合
受付時間／9:30〜17:00
TEL（0563）77-6572
●各コースのプランと空き状況はホームページで
https://www.matcha.co.jp/factory/

❸茶畑の黒い覆いを体験

こしあん、カスタード（各￥180）

安心安全な食材にこだ
わった手作りのヘル
シーランチは日替わり
で￥1,620。

要予約

＜見学コース＞
人数によってコース（プラン）が異なる。
■ １〜６名コース／75分プランのみ
■ 7〜20名コース／45分プラン、60分プラン
■21〜40名コース／45分プラン、
60分プラン、90分プラン

❶世界の抹茶製品紹介

このカフェで大人気なのは「西尾の抹茶」を使った
ふわふわの「エスプーマ氷」
（￥972）で、新感覚の抹
茶スイーツ！エスプーマとは食材をムースのように
軽い泡状にしたもの。お抹茶を食べているような感覚
が味わえる。オーダーは 5 〜 9 月限定で 14 時から。

ホイップバターとエス
プーマクリームなどに
「西尾の抹茶」をふんだ
んに使ったルーク名物の
パンケーキ。抹茶の香り
と卵の風味の双方がちゃ
んと楽しめる。パンケー
キは10月〜3月の限定
メニュー（￥1,296）

Go!Go! AICHI

MU SEU M

体験 型博物 館

❻茶葉のブレンド体験＆茶臼碾き体験

薄茶 5 杯分使用
「エスプーマ氷」

Go!Go! AICHI

4月17日にオープンしたばかりの、あいや西尾の抹茶ミュージアム「和く和く」

地域 ド
ン
ブラ認定
に

NEW
SPOT

平成 15 年度
「愛知ブランド企業」
に認定！

Go!Go! AICHI

が誇る

豊明IC

県内初！ 西尾の抹茶が

至一宮

Go!Go! AICHI
国のお墨付き地理的表示︵GI︶保護制度に登録！

農林水産省はこの 3 月に、
「西尾の抹茶」
を国として保護する「地理的表示（GI）保護
制度」の登録対象に！
西尾市は、抹茶の原料となる茶葉「碾茶
（てんちゃ）」に特化した日本有数の産地。本
県でも「西尾の抹茶」を愛知ブランドの代表
として大いに PR 中！

大高IC

あいや

Go!Go! AICHI

４月には〝抹茶ミュージアム〟もオープンし︑

西尾市

Go!Go! AICHI

西尾の魅力倍増！

愛知県の自
が

魅力にズー
慢・

高橋正子

Go!Go! AICHI

西尾の抹茶

Go!Go! AICHI

明治 4 年に建てられた「西尾郵便局」を改装。屋号は、
抹茶に多く含まれる成分 カテキン からとり、西尾の抹
茶 100％の大判焼き「カテキン焼」は今や西尾の名物！

旧近衛邸

平成 8 年に再建された本
丸丑寅櫓をはじめ、数寄屋
風の公家屋敷、日本式庭園
が見事な「尚古荘」は必見。
一服￥400
「旧近衛邸」は江戸後期の建
物で、京都の公家・近衛邸にあった書院と茶室を平成
7 年に当地に移築。落ち着いた雰囲気の中で、抹茶が
気軽に楽しめる。呈茶時間は 10:00 〜 16:00。
西尾市錦城町231-1
TEL（0563）54-6758
開園時間／9:00〜18:00
（10〜3月は17:00まで）
休園日／月曜日、
祝日の翌日（土曜日は除く）
年末年始

