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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県営名古屋空港に、航空機をテーマとしたミュージアムがいよいよ誕生！
（西春日井郡豊山町）

あいち航空ミュージアム
2017.11.30

OPEN
「空への憧れ」を呼び覚まし、
「飛ぶとは？」を学び、体感！
航空機ファンはもちろん、ファミリーも楽しめる！
オリエンテーション
シアター
あいち航空ミュージアムで
展示される国産旅客機「YS−
11」がこの 5 月に、航空自衛
隊美保基地（鳥取県）から県営
名古屋空港に里帰りした。
YS-11 は国内外の空で活躍
し、2006 年に国内の民間定
期路線から姿を消している。

本県は、県営名古屋空港周辺に、MRJ の最終組立工場を誘致するなど航空宇宙産業
の育成・振興に取組んでいる。平成 27 年 11 月には県営名古屋空港において MRJ
の初飛行が成功したことは国内外から注目されたところ。そこで、このたび、航空機を
テーマとした新たなミュージアムを整備することで、産業観光の場や地域の活性化を
図る。同ミュージアムのコンセプトは、
「航空機産業の情報発信」
「航空機産業をベース
とした産業観光の強化」
「次代の航空機産業を担う人材育成の推進」で、名古屋空港で
初飛行した YS-11 や MU-2 等の実機や、25 分の 1 スケールの超精密模型「名機百
選」の展示を予定。また大型スクリーンを配備したオリエンテーションシアターでは、
この地域の航空機産業の歴史を交えて、航空の歴史と発展を伝える。さらに、サイエン
スラボでは社会見学にも対応した航空教室や工作教室
を開催し、航空機の飛ぶ仕組みを触れて、考え、学ぶこと
ができる。屋上の展望デッキは、滑走路から約 300m に
位置し、離着陸する航空機を間近に見ることができる。

名機百選

展望デッキ

サイエンスラボ
≪入館料≫
一般￥1000、高大生￥800
小中学生￥500
西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内）
開館時間／ 10:00〜19:00
休館日／火曜日
〈問い合わせ〉名古屋空港ビルディング㈱
TEL（0568）39-0283

入口を入ると、エントランスにはこれ
から始まる楽しい工場見学へ、オリジ
ナルキャラクターが出迎えてくれる。

免疫力UP!

食育ルームで
レモンラッシー風ドリンク作り！

牛乳のたんぱく質は酸性になると固まる
性質があり、レモン果汁に含まれる「酸」に
よってたんぱく質がくっつきあってトロ
リとした飲み物ができる。

至一宮
法立東

豊田合成平和工場

カネスエ 稲沢市役所平和支所

Go!Go! AICHI
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愛知県では、食育推進協力店 登録事業を行っている。
食生活が豊かになる中で、生活習慣病は増え続けている。生活習慣病
を予防し、健康づくりを推進するためには家庭の食事だけではなく、外
食を含めた食生活の管理が重要に。そこで愛知県では平成 20 年から、
飲食店における栄養成分表示をはじめ、食育や健康に関する情報を提
供する施設を「食育推進協力店」として各市町の保健所で登録。県民へ
の健康づくりに関する情報発信などを協力いただき、利用者に食品な
どの栄養成分に関する情報を提供する「情報提供のお店」と、提供・販
売する食品などに栄養成分表示をする「栄養成分表示のお店」のふたつ
の区分けがある。現在、一宮保健所管内の登録店は 84 店。

愛知県推奨の「食育推進協力店(情報提供のお店)」に登録！

料理教室
健康・美容料理研究所

ビストロ

ひまわり

「公邸料理人」を 10 年務めたシェフに「食育」を学ぶ
大人気！シェフのデモンストレーションで、
「聞く」
「見る」
「味わう」料理教室

オーナーシェフ
周防昌哉（すおうまさや）さん

この食材は
どんな栄養がありますか？
どこに売っていますか？

住宅開発が進む丹陽町伝法寺の一角にたたずむ、一軒家のレ
ストラン。予約がなかなかとれないと、女性に大人気がお昼の料
理教室。その名も「ランチタイムデモンストレーション」
講師を務めるオーナーシェフは、アフリカやポルトガルなど
外国の日本大使館で約 10 年間 公邸料理人 を務めた経歴を持
ち、フランス三星レストラン「ジャルダン・デ・サンス」や「ルカ・
カルトン」などでも修行を積んだという逸材。
人気のお昼の料理教室は、生徒が包丁を持ったり、煮炊きする
ことはなく、オープンキッチンでシェフの料理の工程を「見る」、
食育や栄養、調理法についての話を「聞く」、そして料理を「味わ
う」スタイル。月替わりのオードブルからデザートまで全 6 品
のメニュー構成で参加料は￥ 1,800。食材や料理法についての
ワンポイントアドバイスを綴ったレシピが参加者に人気で、1
冊のバインダーにコレクションするのが女性の楽しみだとか。

質問にシェフが
その場で答えてくれる！
そんなお店、他にはないわ！

〈メニューの一例〉

7 月のランチタイム
デモンストレーション

＊料理教室は会員制（入会金￥500）で1日12名まで。
3日前までに予約が必要。

■本日のオードブル
■ブリュノワーズサラダと
ポーチドエッグ ツナソース
■油林鶏 ひまわり風
■トマトのスープとヨーグル
トのシャーベット
■パン
■紅茶

一宮市伝法寺11-9-12
TEL(0586)77-0258
営業時間／
11:00〜13:30（料理教室）
18:00〜22:00（レストラン）
無 休
駐車場／店横8台

一宮IC
伝法寺

バロー

ピアゴ ひまわり
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至名古屋

↓
↓

↓

至津島

明治なるほど
ファクトリー愛知

屋上の太陽光発電パネルに
ヒートポンプ、水の再利用
などさまざまな省エネル
ギ ー シ ス テ ム を 導 入 し、
CO2 の排出抑制を行って
いる。また、車いすの人も働
きやすいように工場内はバ
リアフリーで設計。

愛知県の自
が

Go!Go! AICHI

↓

155

役場西

【環境に人にやさしい工場】

を学ぶ！

見学コースはまず、明治の安全・安心のものづくりのこだわり
をダイナミックな映像で学ぶ「映像シアター」からスタート。次
に、牛や牛乳の栄養や乳酸菌のことを楽しく知ることができ、等
身大の牛の模型で乳しぼりが体験できる展示コーナーが楽しい。
その後、CG と実写を組み合わせた映像を 4 面マルチスクリー
ンに映し、見学通路では実際に牛乳やヨーグルトなどの製造工程
が見学できる。一宮市内の小中学校や特別支援学校の給食用牛乳
はこの工場で生産されている！また、看板商品の「明治プロビオ
ヨーグルト R-1」も中部・北陸地方へ出荷する一日 80 万本が
生産されている。見学の最後は「食育ルーム」で、乳の不思議体験
として「レモンラッシー風ドリンク」を作ってみる。

Go!Go! AICHI

魅力にズー
慢・

「R-1」

Go!Go! AICHI

食育

明治プロビオヨーグルト

﹁食育﹂とは︑様々な経験を通じて﹁食﹂に関す

稲沢市平和町下三宅菱池 933-1
予約・問い合わせ／
TEL(0567)47-1014
開館日／月〜金曜日
（土曜日は不定期開催）

ウェルカムドリンクは
看板商品の

る知識と︑健全な食生活を実践できるチカラを

※前日迄に要予約
（2人〜）

見学
無料

㈱明治愛知工場「明治なるほどファクトリー愛知」は、牛乳や
ヨーグルトなどを生産する明治最大規模の牛乳・乳製品の製造
工場。明治が全国で７つの工場見学施設を運営する、ここはその
ひとつ。工場見学では、明治グループの理念に掲げる「おいしさ・
楽しさ」
「健康・安心」に関する なぜ？ と不思議に感じる部分
に触れてもらい、体験を通じて なるほど！ と学んでもらうこ
とで明治のこだわりがわかる体験型工場見学が人気を集める。

育むこと︒食べることは生涯にわたって続く基

「おいしさ・楽しさ・健康・安心」へのこだわりが、
なるほど！ と体験できる工場見学ワールド

本的な営み︒﹁食べる力﹂は﹁生きる力﹂︑食育を

明治なるほどファクトリー愛知

体験型で楽しく学んでみませんか？

工場見学

Go!Go! AICHI

高橋正子

Go!Go! AICHI

↓

Go!Go! AICHI

ン！
ムイ

Go!Go! AICHI

体験型で

Go!Go! AICHI

一宮で イキ イキ 活 動！ ♥ 地域 愛♥
内割田支援グループ

資源回収お助け隊

一人暮らしの高齢者宅をリヤカーで巡り、
資源回収のお手伝い！
一人暮らしの高齢者宅や自力で資源回収場所まで、重い新聞の束や
ビンなどを持っていくことができない人たちのためにリヤカーで訪
問し回収にまわるボランティアグループ、一宮市木曽川町内割田「資
源回収お助け隊」の活動を紹介。

地域での
お互いさま
助け合い !
ここ木曽川町内割田町内会には約500世帯あるのに対し、資
源回収の集積場所は一か所のみ。車の運転ができない一人暮ら
しの高齢者には、乳母車に新聞や段ボールを乗せて10分以上
かかって自力で集積所まで運ばなければならない。そんな光景
を目の当たりにし、持ち込み困難な人を支援できないものか…
と3年前、当時の町内会役員だった篤永浩臣さんが中心となっ
て、町内会にボランティアグループ「資源回収お助け隊」を有
志10人で立ち上げた。
毎月1回の資源回収日の朝、事前に登録してもらった70世帯
を7台のリヤカーでまわり、玄関先に出されている新聞や段
ボール、ビンなどを回収して集積所に運ぶ。最近では子育て世
帯からの回収希望もあり、回収登録している高齢者たちは「歩
いて重い資源ごみを集積場所まで持って行くのは大変だったの
で大助かり」と感謝の声は多い。地域でのお互いさま、助け合
いのカタチがここ、内割田町内会にあった。

がんばる！W

MAN

代表の篤永浩臣さん

フットサルチーム

ユニアオレディース

一宮市がホームタウン。目指せ日本一！
日本女子フットサルリーグに参戦中！
一宮市がホームタウンとして支援し、地域密着型のチー
ムを目指して市内に活動拠点をおく女子フットサルチー
ム。結成は 2012 年で、チーム立ち上げに協力いただいた
ユニオンスポーツの「UNION」をポルトガル語では「UNIAO」と言い、これにレディー
スチームを加えて「ユニアオレディース」と命名。現在、メン
バーは 20 〜 40 代の 12 名で、中には 3 人の子どもを持つ
ママさんプレイヤーも。社会人が中心なだけに、練習は週 4 回
程度、仕事を終えた夜の 21 時〜 23 時、木曽川町キリオ西側
の「木曽川フットサル工場」で。2016 年度全日本選手権全国
大会第 3 位、2016 年度東海リーグ優勝など輝かしい実績に
加え、今年度からは「日本女子フットサルリーグ」に参戦中！
目指すは全国制覇！さらにチームの目標は、当クラブから日
本代表選手を輩出すること。
2020 年には、
「FIFA フットサル
ワールドカップ」の開催を日本・愛
知で！とフットサル人気が上昇する
中で、「ユニアオレディース」の今後
の活躍に期待しよう！

