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！

たもぎ茸（楡木茸）はヒラタケ科のキノコで、鮮やかな美
しい黄金色の傘が特徴なことから、「コガネシメジ」と呼ば
れることもある。採れる時期は 6 月〜 8 月と短期間のため
「幻のキノコ」とも言われているが、たもぎ茸は、一般的な食
用キノコと比べ、たんぱく質や鉄分、ナトリウム、ビタミン
B1、ビタミン B2 等が非常に多く含まれ、免疫力を高め、ビ
タミン E の 7000 倍の抗酸化力を持つことから細胞の若
返り、細胞のサビ止め効果、過酸化脂質の生成を防ぐ働きが
あると言われている。
森さんがたもぎ茸の栽培に力を注ぐことになったのは 2
年前、心筋梗塞で倒れたとき、医学界で効能が注目されてい
たたもぎ茸を食したところ、健康をとりもどしたことにあ
る。早速、自宅横に栽培施設を作り、同じように病で狂しむ
人のためにとたもぎ茸の自家栽培を始めた。新鮮なたもぎ
茸の出汁パワーはすごいが、鮮度がおちやすく販売期間も
限られる希少なもの。このたもぎ茸はスーパー店頭に並ぶ
ことも珍しく、森農園の新鮮たもぎ茸は JA 愛知西尾西支
店産直広場で 1 パック￥ 200 で販売している。森農園で
も購入できるが電話での確認が必要。

社会福祉法人コスモス福祉会
小さなこんにゃく屋

つぐみ

大量に作ることは苦手で、製造限界は一日
50 個。ひとつひとつの工程を大切にじっくり
と作る手作りこんにゃくは、まず原材料にこだ
わる。最優先は「一宮市産」、次に「愛知県西部
産」→「愛知県産」→「中部地方産」→「国内産」→
「国内検査品」という順。この施設が手作りこん
にゃくの製造販売を開始して今年で 3 年目。
少量を丁寧に のコンセプトで、地元産の安心
安全な原材料を使ったおいしい手作りこん
にゃく！と評判も上々。とにかく機械で一連の
工程でつくるものとは違い、例えば凝固剤を入
れて固めるタイミングも、その都度図る。こん
にゃく特有の臭みがなくツルっとした食感を
大切にした風味豊かな つぐみのこんにゃく
は、ここでできたてが買える！ JA 下津、国府
宮、赤見店でも販売。

手作りの
「刺身こんにゃく」
が美味しい！

東海きのこ園
一宮市木曽川町玉ノ井稲荷浦148
TEL（090）1294-7477

手作りこんにゃく

の安心安全

珍しい「たもぎ茸」
を
栽培する農家を
一宮市内で発見！

たもぎ茸農家
森秀夫さん

たもぎ茸

INOMIYA
CH

老化防

成分が大 止
量！

〒491−0044
一宮市大宮 1−3−6
グランドメゾン大宮 1F
TEL（0586）71−2900
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「こんにゃくづくりに喜びとやりがいを感じていま
す！」と話す利用者の皆さん。障害福祉サービス事
業所つぐみ指導員の川崎慶久さん（後列）は「お客さ
んに美味しいね、と言ってもらえることが一番の励
みになります」と。

可能な限り
“オーダーこんにゃく”
にも応えてくれる。

驚きの健康パワー

一宮市大赤見字大島 19
TEL（0586）25-1158
営業時間／10時〜15時

リクエストに応じてこんにゃくに
加工するサービスもあり、例えばカ
レー粉にブラックペッパーやホワイ
トぺーパーのコショウ、野菜ではホ
ウレンソウやニンジン、カボチャ、海
産物ではひじきなどを持参すれば好
みのこんにゃくに混ぜ込んでくれ
る。シークワーサーや蒲郡ミカンな
どの果物を練り込んだフルーツこん
にゃくも挑戦していきたい！とチャ
レンジ精神も旺盛。

Go!Go! AICHI

Go!Go! AICHI

Go!Go! AICHI
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高級服地の産地

「尾州」が今、熱い！
のこぎり屋根工場を再生

1933 年に建てられた「旧尾西繊維協会ビル」が取り壊
される運命を乗り越えて、テキスタイルビル「リテイル」と
して生まれ変わって 2 年。3 階建ての茶色のタイル張りの
外観と白枠のしゃれた窓が印象的なレトロの洋館は、かつ
ての繊維産業の繁栄を象徴する地域のランドマークとして
近代化産業遺産 にも指定される。
1 階 の キ ー テ ナ ン ト「RRR MATERIAL PROJECT
（アールマテリアルプロジェクト）」はリテイル事務局とし
てビル全体を企画・管理するオフィスも兼ねる。世界の有
名ブランドも採用する尾州のテキスタイルや普通には流通
しない見本反までさまざまな繊維素材が揃い、誰でも購入
することができる。中でも各アパレルメーカーが開発した
糸や生地のサンプル品や端切れ、少々のキズありで出荷さ
れない反物など、大量のお宝は必見！しかも、品質と比べて
驚きのリーズナブル価格で購入できるのはココならでは！
今、このビルがアパレルデザイナーから服飾専門学校の学
生、そして洋裁や手芸などのハンドメイド愛好家の間で、
尾州ブランドの聖地 として注目を集めている。
今、ここ「リテイル」から、尾州の誇りを発信する。

こちらでも「BISHU」
テキスタイル小物が
買える！
一宮地場産業ファッションデザインセンター
尾州産地の生地
を使用して製作し
たバッグやポー
チ、トートバッグ、
ブ ッ ク カ バ ー、
クッションなどを
展示販売。尾州産
の証し「尾マーク」
のタグが光る！

一宮市篭屋4-11-13 TEL090-8077-5588
営業時間／8:30〜17:00（OS16:15）土日祝は11:30〜

尾州産の証し「尾マーク」

ファッション
デザインセンター
馬引横手 神明社

←

YUT@CAFE

バロー

天井の一部に往時
そのままの部材が
残されている。

ガイア

リムジン
藤吉庵

報！
り情
よ 毎週土・日曜日の
10 時から 16 時には、
世界初！健常者が日常生活で使える歩行アシスト機「アルク」
人気の犬山城下町
「シルバー城下町プラザ」で
今よりも 20％ラクに歩ける健常者用の歩行ア
体験・試着会も開催中!
シスト機が今、話題に。犬山市柿畑の自動車部品
メーカー「今仙電機製作所」が、同社の技術を応用し
て電気やモーターなどの動力は使わずに振り子と
バネの力だけで腿（もも）を効率的に引き上げて歩
くことをアシストする「aLQ（アルク）」を開発。健常
者が日常生活で使える歩行アシスト機としては世
界初！バッテリーがないので充電が不用、モーター
がないので歩行中も静か、しかも片脚 380g、両脚
で 760g の超軽量化を実現。年配者や今ブームの
山歩きやウォーキングにも最適！「アルク」の価格
は 49,680 円。私も体験したけど、足が軽やかに
前に出る感じが GOOD！

●バレエシューズ
ポーチ（￥2,000）
●テトラポーチ
（M￥800）
●トートバッグ
（￥1,800）
●マカロンポーチ
（￥1,500）
など
一宮市大和町馬引南正亀 4-1
TEL（0586）46-1361

ふるはし
動物病院

至一宮駅

リテイル館内には、ものづくり企業やデザイナー
のアトリエなどが入居。その中の一つ、1 階に店を
構える「HappyPrinters BISHU」は、布の印刷が得
意な堀江織物が運営し、デジタルインクジェットプ
リンターが主役のものづくりショップ。東京原宿に
次いで一宮は二号店。 世界一ワクワクする印刷工
場 をモットーに、お気に入りの写真やグラフィッ
クデータを布や木材、アクリル、ビニールなどさま
ざまな素材に印刷することができ、世界でただひと
つのオリジナルアイテムを作ることができる。

繊維の街として栄えた一宮市
内には、今なお、のこぎり屋根の
工場跡が各所に残っている。今で
は、その工場跡を利用してカフェ
やギャラリーなどに再利用する
ところも。このカフェも平松毛織
の工場跡を利用してカフェにリ 「彩りデザートプレート」
（ド
リンクとセットで￥100 引）
ノベーションし、今、大人気！

30年営業したバス通りの店舗を閉め、2
年前に自宅の「長屋門」を再生して喫茶店
に。この長屋門は江戸時代末期の建物で、重
厚な木造の門が豪商をほうふつさせる。営業
時間は朝5時から
で、毎日欠かさず5
時30分に来店する
一人の客のために朝
5時から開店すると
いう。メニューはド
リンクのみで、コー
ヒーは￥350。

西尾張中央道

世界でただひとつのオリジナルアイテムが作れる！
あらゆる素材に楽しくプリンティング OK ！

のこぎり屋根の上部に
設けられた窓はすべて
北向き。直接日光が入ら
ず、安定した光が特徴。

尾州素材の魅力を
皆さんに伝えたい
です！とチーフの
後藤玲さん（中央）
とスタッフの島谷
良美さん、渡辺奈
那美さん

リムジン

一宮市大和町馬引2322
TEL
営業時間／5:00〜正午まで
日曜日定休

「とろとろたまごのオ
ムライス」
（￥900）

パリコレや東京コレクションにも直結。世界のメゾンで
使われた素材に遭遇することもできる。店内には、尾州
産地の繊維素材を使った小物類も販売している。

HappyPrinters BISHU

喫茶

YUT@CAFE（ゆたかふぇ）

（リテイル）

一宮市栄 4-5-11（一宮商工会議所前）
TEL（0586）59-2105
営業時間／ 10:00 〜 18:00
定休日／月曜日（祝日は営業）

江戸末期の長屋門を再生

耳

1933 年に建てられた「尾西繊維協
会ビル」は、2015 年秋ごろに入居
者がなければ取り壊される運命だっ
たのを、地元の繊維メーカー数社が
存続の危機を救った経緯がある。

Go!Go! AICHI

のこぎり屋根工場カフェ

築 85 年のレトロビルには「尾州」ブランドのお宝揃い！
マニア必見！世界のメゾンで使われた素材もお値打ちに！

Re-TAiL

Go!Go! AICHI

←

ン！
ムイ

一宮市の地場産業である繊維産業が、かつての勢いを失っ
たと言われて久しい。ところが今、この一宮市を主産地とする
「尾州」の織物がそのクオリティの高さで全世界のトップブラ
ンドから注目を集め、東京原宿のファッション街でも尾州産
地の毛織物生地を利用した小物などが大人気！昔ながらの技
術を伝承してきた尾州織物の復興をかけた取組みが一宮市内
で展開されている。

スタッフの
石神香紀さん

Go!Go! AICHI

高橋正 子の
一 宮 見聞 録

世界の有名ブランドも注目する

魅力にズー
慢・

高橋正子

Go!Go! AICHI

歴史的遺産を再利用

愛知県の自
が

Go!Go! AICHI

←
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古◯◯カフ�編
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今仙電機製作所のアルク事業担当者
鵜飼隆さん（左）と伴野博昭さん（中央）

犬山市犬山東古券 76
シルバー城下町プラザ

TEL090-9153-8721（呼出）
TEL090-9153-8360（呼出）

