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Hamamatsu から発信！ママと農園フリーペーパー
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ユイシズオカhttps://www.yuishizuoka.com/

ご自由にお持ちください

むすびいちご浜松市に
教育ファーム「結苺」農園 誕生！
浜松市に
教育ファーム「結苺」農園 誕生！

むすびいちご

2021

園児と一緒に明治屋醤油味噌作り体験

新たな地域の食の魅力発見 !!

人と農産物の未来を切り拓く!  in 静岡

農家さん10選
challenge!

素敵なお店再発見！

子連れで美味しい
静岡県西部の

ジモトのお店

農×食×人を結ぶ 食体験・体感情報サイト

『Yui ～結～ shizuoka』［結しずおか］

『 Yui～結～ shizuoka』 公式 LINE に登録しよう‼

地域の食のお得な情報！ また、結苺の摘み取り体験
イベントの情報などなど！ 今後サンプル配布や、お試し
商品などがもらえちゃう企画をアップ予定‼
面白そうかも？ と思ったら、いますぐチェック‼

友達追加お願いします !

@963ljiaf

和風BBQソース開発プロジェクト浜松 ！
はつ はつ

初 発



七菜食プロジェクトとは？

海や山に囲まれ

様々な食材が豊富に生まれる静岡県。

地域の食を、
地域の人たちにもっと届けたい。
そんな想いをカタチにしたいと始まった、

未来に繋げていきたいプロジェクトです。

七菜食プロジェクトでは、地産地消給

食の取組み、地元企業様と、子ども達

に農業体験をプレゼントする企画、

育てる～食べるまでを楽しめるアグリ

会員など、全ての人が一次産業に関わ

る事のできる社会を目指しています！

Love Shizuoka

食

全

ての
人に関わる

詳しくは

P14へ 

CONTENT

園児と一緒に明治屋醤油味噌作り03

人と農産物の未来を切り拓く!  in静岡  農家さん10選05
・株式会社 浜松ホトアグリ

・ラフタぷらす（株式会社 ラフタ）
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・お好み焼きカフェ奈な

・旬惣菜 らくさぽDeli
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11 浜松市に 教育ファーム「結苺」農園 誕生！

14 静岡県生まれの美味しいものが買える通販サイト

『Yui ～結～ shizuoka』 

15

21 うずら新聞

20 玉ねぎレシピ

25 家族で浜名湖を遊びつくそう！

KAReN HaMaNaKoかんざんじ荘 先行リポート

27 山喜製茶組合（掛川市）パッケージリニューアル秘話

23 今注目の「エフォートレスウェディング」 って何？

29 読者プレゼントコーナー

30 編集後記

生産者さん・企業さん 七食プロジェクト 一般の方や子どもたち

自分の地域の農産業を知ってみよう！
静岡県はどんな作物が特産？ どんな生産者さんがいるの？

わたしたちがやっていること
もっと知ってもらいたい！ 地元の食べ物のこと

知りたい・体験したい！

一般の方へ農業体験

学校給食等で食育

地元の販売店への提供

個人でも農業体験

クッキング講座

生産者さんへの深い関わり

ママン

Hamamatsu から発信！ママと農園フリーペーパー

2021

地域の食の情報が見られるのはこちら！
「Yui ～結～ shizuoka」体験・イベント情報・通販サイト▶
https://yuishizuoka.com/ ユイシズオカ 検索

和風BBQソース開発プロジェクト浜松 ！
はつ はつ

初 発

02



教え
てくれるのは…

園児と一緒に 明治屋醤油 味噌作り
食を五感で楽しむ・感じる七菜食プロジェクト

明治屋醤油
野末将平さん

創業明治8年、四季の気候を活かしながら100年以上も

伝統的な天然醸造にこだわっている浜松市浜北区の明治屋醤油さんに、

保育園で味噌作りを教えてもらいました。

いつも食べているお味噌汁、

『何からできてるか知ってるかな？』

クイズで大盛り上がり！

できたお味噌は明治屋醬油で熟成。
半年経ったら、保育園のみんなでいただきます。

海や山に囲まれ様々な食材が豊富に生まれる静岡県。「地域の食を、地域の人たちにもっと届けたい。」
そんな思いで生まれた七菜食プロジェクト。
今回子どもたちに体験してもらった味噌作りのように、身近にあるけど見過ごしてしまう食を子どもた
ちに五感で感じてもらうことで、自分の地域ってこんなところだったんだ！ と理解を深め好きになって
もらえることを目指しています。地元農家さんの個性豊かな野菜たちを、給食の食材として届けるなど、
浜松近郊の農家、こども園・保育園、飲食店を結ぶ仕組み作りをしています。

お問合せ・お申込みは
Yui supportまでお気軽に！

「イベントやスポットで旬の野菜を揃えて欲しい」

「小ロットだけど野菜を届けてほしい」

「オーガニック給食を実現したい！」

七菜食プロジェクト 検 索

七菜食プロジェクトとは？

with
ヒーローズ
保育園

大豆を全力でつぶす子どもたち。
味噌を作るのってこんなに大変なんだ！

と実感していたようす。

いちから作って、
食べるところまで体験できました！

明治屋醤油
静岡県浜松市浜北区小松2276
053-586-2053
営業時間 ： 平日 10:00～18:00／土曜 10 :00～16:30
定休日 ： 日曜・祝日
http://meijiyashouyu.com/

step2

step3

step5

step4
七菜食プロジェクト

協賛企業・こども園・保育園・
幼稚園募集！

こんなご要望を叶えます

麹は初めてさわる子がほとんど。
自分たちの手で混ぜていきます。

空気が入らないように
ぎゅっと丸めて。

子どもたちの方が上手かも？ 

step1

03 04



農家さん
人
と農

産物の未来を切り拓く!in 静岡

取材を通して、生産者さんの作物にかける熱心さや
仲間に対する優しい心遣いなど、

１人の人間として気づかされるものばかりでした。
命を育む農業に誇りを持ち､仕事を楽しみ、
成長し続ける農家さんをご紹介します！

10選

農家・直売所 リスト&MAP 浜松市拡大図
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株式会社 浜松ホトアグリ

ラフタぷらす （株式会社 ラフタ）

日月喜農園

山喜製茶組合

有限会社 静岡ラボ

有限会社 浜名湖ファーム

株式会社 森島農園

足立農園

株式会社 グリーンマッシュ

やまたつファーム
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Producer’s �le 1

高橋 良子 Yoshiko Takahashi

Reporter：

WEBデザイナー。
デザインで自分も相手の方も
その向こう側も楽しませたい人。

緑と光がいっぱい！
無農薬で栄養価の高いベビーリーフを研究＆販売している会社

「葉っぱにかかわるすべての人に葉っぴーになってもらいたい」
という農業が好きな社長の言葉通り、ここの会社の社員さん
達はみんな笑顔！緑いっぱいの現場には太陽の光が降り注
ぎ、とっても明るい空間です。栄養満点の野菜作りのために
日々研究を重ねた商品は、お店でも買えますよ。

株式会社 浜松ホトアグリ

生産品

ベビーリーフ /
リーフオイルソース

多くの子育て中の女性が働きやすい環
境です。栄養たっぷりのベビーリーフで作
られたオイルソースは、パンにつけたりパ
スタに使ってもおいしいです。

静岡県浜松市浜北区平口5000番地

浜松ホトニクス（株）中央研究所内

053-482-8075 

http://www.photo-agri.com

photoagri＠hpk.co.jp 

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 2

無農薬・純国産の肉厚こだわり椎茸農家は、
愛と職人魂の就労継続支援A型事業所

無農薬で菌床から生産まで純国産の椎茸を１つ１つ手作業で育てて
います。障害や難病のある様々な方も、一緒に皆で楽しく仕事をし
ています。ラフタぷらすが自分の居場所だとの言葉もいただき、こ
の上ない幸せです。そんな職員一丸となった愛情たっぷりの椎茸の
菌床を使った畑で、新しくオクラやサツマイモも作っています。

ラフタぷらす （株式会社 ラフタ）

生産品

椎茸 /
オクラ / サツマイモ

こだわりぬいた肉厚椎茸は、味に自信が
あります。まずはそのまま焼いて召し
上がってみて下さい。自慢の椎茸の持つ
味と香りをご堪能くださいね。

静岡県浜松市西区舞阪町舞阪120-1

053-596-9781

https://laughte.com

取材レポート
はコチラ▼
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Producer’s �le 5

味・品質・安全性の３拍子揃った
こだわり国産無農薬きくらげを最新システムで生産する会社
１２０点！と言われるきくらげは、温度・湿度・二酸化炭素濃度、
水分量など徹底的に調整された栽培により、圧倒的な肉厚感
と味の良さをお楽しみいただけます。新しい取り組みとして、
きくらげを栽培し終わった菌床を有機肥料にし、更に無農薬
野菜の栽培にも取り組んでいます。

有限会社 静岡ラボ

生産品

きくらげ /
オクラ / ナス /
モロヘイヤ / 里芋

〒431-0451 

静岡県湖西市白須賀3985-2722

053-579-0362

https://shizuokalabo-amct.com

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 6

１羽のうずらの一生分の命「命のカプセル」で、
人も土も元気にする喜びの連携プレーをつくる

栄養満点の安心安全な卵を生産するために、無投薬と発酵食で健
康なうずらを育てています。命に感謝し、一緒にうずらの卵に関わっ
た人達みんなが幸せになれるよう、命と自然の連携を大事にしてい
ます。実際にうずらとの触れ合いもできる現地にも、お子さんとご一
緒にぜひお立ち寄りください。

有限会社 浜名湖ファーム

生産品

うずらの卵 /
有機肥料 / お米

栄養満点の丸ごと食べられる「命のカプ
セル」は、ぜひ生で召し上がって下さい。
サッパリしていて臭みのほとんど無いうず
らの卵は、何個でも食べられてしまいま
すよ。

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 3

無農薬無化学肥料のお米を子ども達へ！
先代の意志を引き継ぎ心意気ある先進的チーム

毎日食べるお米を通して、人も環境も自然に還したい。安心安
全なおいしい食べ物を提供し、仕事も人生も自分らしく自然に
がモットーです。おしゃれなパッケージロゴにも注目！ 無農薬
無化学肥料の自然栽培米で種まき時から声掛け、祝詞を奏上
しています。自然に優しく細胞から喜ぶお米となっております。

日月喜農園

生産品

コシヒカリ /
イセヒカリ / 大豆 / 
ネギ / ブルーベリー

イセヒカリは伊勢神宮の御神米としても使
われています。硬質米であっさりとした食
感です。ぜひ粘り気のあるコシヒカリと
食べ比べてみて下さい。

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 4

本物のお茶をそのままでもスイーツでも楽しめる、
全制覇したいメニューが目白押しのお茶屋さん　

夏季はお茶のかき氷、冬季はお茶のたい焼きと、こだわりのお茶を
四季で楽しめます。数多くの賞を受賞した茶葉は、飲んでも食べて
も全て本物の美味しさを味わえます。山喜製茶組合だからこその土
地の自然と人が作りだす味をそのままお届けいたします。第60回
2018年 皇室献上茶指定農園にも選ばれました！

山喜製茶組合

生産品

緑茶 /
ほうじ茶 / 和紅茶

緑茶はもちろんほうじ茶もおすすめで
す。お出かけ先でもご自宅でも、和スイー
ツやパッケージも可愛いお茶たちを、どう
ぞ楽しんでくださいね。

取材レポート
はコチラ▼

静岡県浜松市浜北区宮口2823

080-2641-6486

maya.nishino.7

hitsuki_maya

〒437-1438 静岡県掛川市入山瀬811

0537-74-2384

https://www.yamakiseicha.jp

静岡ラボの特製きくらげは、新鮮ゆえに大
きくて肉厚ぷりっぷりです。炒め物だけで
なく、お味噌汁やおでん、鍋物にもおす
すめですよ。

〒431-0451

静岡県湖西市白須賀5991

053-579-0501

http://www.hamanako-f.com

kondo@hamanako-f.com

ひ   つき
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Producer’s �le 9

自社播種・育苗のチンゲン菜×ポップコーン！
最上級の商品を障がい者就労継続支援事業で提供

自社播種しガッチリ育苗したチンゲン菜は、化学肥料や
農薬が通常の半分以下で作られた特定栽培農作物です。 
就労継続支援事業では、農業の他ポップコーンの製造・
販売もしております。 農業ができる障害のある方の育成
と、障害のある方でもできる農業の確立を目指しています。

株式会社 グリーンマッシュ

生産品

チンゲン菜 / 
香菜（パクチー） / 

ポップコーン製造・販売

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 10

日本一早い産地から新玉ねぎを！！
ライブ配信でその魅力をお届けしてます！！

春先から出回る新玉ねぎも、浜松は 1 月から出荷しています。やま
たつファームの白玉ねぎはとても甘くて、玉ねぎが苦手なお子様でも
食べられるほど。また、ライブ配信を通して、全国各地様々な方との
ご縁をいただいて、その魅力を発信しています。ビニールハウスでは
直接購入も可能ですので、事前にご連絡いただければより確実です。

やまたつファーム

生産品

白玉ねぎ

甘い白玉ねぎは、スライスして生のま
ま鰹節とポン酢をかけていただくのが
おすすめです。 玉ねぎ嫌いのお子さんに
も、カレーに入れると美味しく食べてくれ
ると評判ですよ。

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 7

生で食べられるぷち小松菜！ 新鮮野菜、
防災食、非常食、これからの新しい食に対応し続ける農園

根元まで柔らかく生で食べられる「サラダ小松菜ぷち」と米・
季節の野菜の生産をしています。 近年の自然災害状況から、
防災食やローリングストックとして、美味しく手軽にお米を食
べられる「らくらくごはん」を開発し、様々なニーズに応えら
れる商品作りにも取り組んでいます。

株式会社 森島農園

生産品

 / /

小松菜・
米（コシヒカリ他）・

季節のお野菜・サラダ野菜シリーズ

小松菜をはじめ、採れたて野菜を会社でも直
接販売しています。お子さんも食べられるサ
ラダ野菜など情報満載のインスタグラ
ム、登録特典もあるLINE公式もぜひ

チェックしてみて下さいね。

取材レポート
はコチラ▼

Producer’s �le 8

次郎柿発祥の地！
浜北次郎柿と、早生みかんのパイオニア農園
広い果樹栽培面積は静岡県トップクラス！ 足立農園特製、次郎柿
の中でも評価の高い浜北次郎柿、青島みかん、ゆら早生みかんを
生産しています。クオリティの高い、美味しい、安全なものをご提
供させていただくために、農業者が農業者として働ける仕事の確立
も実行しています。

足立農園

生産品

浜北次郎柿 / 
青島みかん / 
ゆら早生みかん

浜北次郎柿は、特別な栽培方法を設けて
おり、種もほとんどなく甘く歯応えもありとて
も美味しいです。東京にも出荷されている
ゆら早生みかんは、運が良ければ手に

入れられるかもしれません！

取材レポート
はコチラ▼

〒434-0005 
静岡県浜松市浜北区大平９４１
053-434-0925

クセのないチンゲン菜はシャキシャキ食感が
美味しい！ ポップコーンは最高級の素材や
天然のココナッツオイルを使用し合成着
色料不使用です。種類豊富なフレー

バーも楽しんでくださいね。

431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町
090-3615-6502
https://yamatatsufarm.com
収穫シーズンは、8:30～16:30で
ビニールハウスでの購入が可能です。

〒431-3112 静岡県浜松市東区大島町88
053-434-0925
http://farm-morishima.biz/
＠218umhol
morishimanoen.puchi
morishimanouen

ジェリーズポップコーン 浜松店
〒434-0017 
静岡県浜松市浜北区豊保309-2
090-8181-7454
jerryspopcorn_hamamathu

株式会社 グリーンマッシュ
〒434-0017 
静岡県浜松市浜北区豊保309-2
053-588-3730
https://green-mush.co.jp

楽天１位獲得！
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「Yui～結～shizuoka」について詳しくはp.14 ▶

浜松市に
教育ファーム

「結苺」農園 誕生！

浜松市に
教育ファーム

むすびいちご

「結苺」農園 誕生！

結苺は、Yui support 株式会社がブラン

ディング・販売を手がけるオリジナル

ブランド苺として2020年にプロジェクト

がスタートしました。

「結苺」という名前には、人の心と心

が結ばれ、近くにいる人も遠くにいる人

も互いに思いやり寄り添い合い、私た

ちが栽培する苺を通して喜びを分かち

合い、人と人との絆が強く、そして優し

く結ばれますように…という想いが込め

られています。

苺の栽培体験を通して、地元農家・

子どもたちや保護者・地元の民間企業

が結びつく取り組みを進めています。

浜松市南区のハウスで栽培が始まり、

今後各地に展開していく予定です。

結苺 とは？
むすびいちご

広々とした
清潔感のある
開放感あふれる
結苺ハウス。

完熟苺は
思わず笑顔になってしまうおいしさ！

“musubi ichigo” Education Farm

約4,000株の苗を、結

苺チームが1つ1つ大切

に植え付けます。水質

分析から始めたオリジ

ナルの液肥を使うなど

こだわっています。

結苺ハウスには、てんとう虫や

ミツバチも住んでいます。

彼らも大切なスタッフの一員！ 

自然の力を借りることで、安心・

安全に配慮した減農薬栽培を

実現しています。

目と手をかけ育てた結苺、いよいよ収穫！ 

初めての収穫はびっくりするくらい甘くて大きな

苺がたくさん採れました。苺摘み取り体験は

大人気！ 週末や長期休みには、たくさんの親

子やご近所の方でハウスが賑わいました。

結苺アグリ会員になりませんか？
管理者付きの市民農園に近い形で、育てる過程を共に楽しみ、育てた苺を食べる喜びを味わえます。

結苺
開発ストーリー

むすびいちご

Start!
覚えることがたくさん！

だけど楽しい～♥

planting

Selling

9～10月 | 苗の植え付け

12～4月 | 収穫

ha
rv
es
t

こんな
オオモノも！

結苺100%のジャムも販売

苺を育てる体験・体感！ 育てた苺を食べる楽しみ！

苺に名前を付けて、マイ苺を結
苺のメンバーと一緒に育つのを見
守ります。毎日のお世話は結苺
育成チームが日々大切に育てる
ので負担はありません。

1 育った苺を浜松市内
のハウスで収穫できま
す。遠方の方でも苺
かオリジナル苺ジャム
を郵送可。

2 会員だけの特典「豪華抽
選会」あり。オンラインで
リアルタイムに楽しめま
す。会員限定イベントに
も参加できます。

3
結苺アグリ会員の

詳細・購入は
こちらから！
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園児たちが遊びに
来てくれました！

教育ファーム
「結苺」農園に

“musubi ichigo” Education Farm

むすびいちご

園児たちが遊びに
来てくれました！

みそらこども園 （浜松市中区）

ヒーローズ保育園

愛ノ宮保育園 （袋井園）

苺クイズもおこないながら。
元気いっぱいの声が

ハウスに響き渡りました。

みんなで苺の摘み取り体験。
1人1パック持ったかな？

園庭で苺の苗と農業体験♪
立派な苺にな～れ

イベント等で人が集まりづらいこの時期に、私たちが子どもたちや大切なひとの未来の
ためにしてあげられることは何だろう？
そんな想いから教育ファームに賛同し、パートナーになってくれる企業様を募集します！結

Musubi

1結＝¥50,000
（1結＝ いちご10株）

地域の企業が子どもたちや
そのご家族とのつながりを
作る素敵なきっかけに

パートナー

特典 1 農業体験プログラムを子どもたちへ！
教育ファーム（こども園・小学校等）へ農業体験プログラムを提供。
プログラム開催時、提供企業としてご紹介し、共同開催いたします。

パートナー

特典2 七菜食プロジェクト賛同企業として、フリーペーパーMaman
Yui shizuoka HPへ記載。 また結苺ハウスへ看板を設置します。
七菜食プロジェクトとは、個性豊かな地域の食を発信、提供するプロジェクト。
MamanとYui shizuokaはYui supportが企画、運営するフリーペーパーとHPです。

パートナー

特典3 結苺 or 結苺ジャムをお届け。 または結苺の摘み取り体験。
一緒に育てた大切ないちごを、素敵なラッピングで包装してお送りします。
また、現地でいちごの摘み取り体験ができます。

Welcom
e!

教育ファームパートナー企業募集！未来へ希望のタネをまこう！

お問い合わせ

地産地消PJ七菜食プロジェクト事務局　教育ファーム事業
430-0827 静岡県浜松市南区立野町３０２－１　Mail ： yui.nanashoku@gmail.com　https://yuisupport.net/

静岡県生まれの色と体験が買える通販サイト

「Yui ～結～ shizuoka」

食の魅力再発見！　美味しいものはもちろん、隠れた逸品も！？

大切な人に送りたくなる、心のこもった商品が見つかります。

直接農家さんと関わることができる、農業体験を買うこともできます！

結苺2021アグリ会員チケット
5,500 円（税込）

苺を苗から育てる体験と命が育つのを見
守り、育てた苺を食べる楽しみを味わえる
体感型チケットです。苺の
摘み取り体験や、会員限
定イベントも。

うずらの卵を使ったエッグタルト 6 個入り
3,000 円（税込）

浜名湖ファーム(湖西市)の命のカプセル・うずら
の卵を使い、花屋杢兵衛(浜松市中区)のパティ
シエが監修して誕生したPit a 
Pat(ピタパ)シリーズ・エッグタ
ルト。一口食べれば、その美味
しさの虜になります。

Yui ～結～静岡セレクション旬野菜セット
2,980 円（税込）

浜松市近隣で採れた5～7種類の旬の野菜をセ
レクトしてお届けします。
おうちBBQのお野菜としても
最高です。地元産だから味わ
える採れたての味をどうぞ！

山喜製茶組合のプレミアム品種茶三種セット
4,190 円（税込）

農林水産大臣賞受賞、日本茶AWARD
受賞をした茶園のこだわりのお茶。さ
えみどり、やぶきた、山
の息吹の三種類が味わ
える特別なセットです。
ご贈答用におすすめ。

結苺アグリ会員チケットが買えるのはココだけ！
「Yui ～結～ shizuoka」ネット通販サイトはこちら▶
https://yuishizuoka.shop-pro.jp/ ユイシズオカ 検索

商品一例
愛ノ宮保育園 
（浜名園）
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バーベキューの楽しさ・お手軽さ・コミュニ

ケーションの輪を広げる『静岡県バーベ

キュー協会（浜松市北区）』、天然醸造の醤

油製造や体験をおこなっている明治時代か

ら 100 年続く『明治屋醤油（浜松市浜北

区）』、農 × 食 × 人を結び生産品の卸し・

商品開発・イベント企画などをおこなってい

る『Yui support / ユイサポート（浜松市

南区）』による3 社共同プロジェクト！

静岡県産の食材を使って、もっと気軽に

BBQ を楽しんでほしい！ 美味しいコミュニ

ケーションの輪を広げたい！ という想いから

このプロジェクトが始まりました。

浜松生まれのBBQソース
開発プロジェクト！

静岡県バーベキュー協会（運営：株式会社ミヤコダ・スタンダード） 静岡県浜松市北区都田町2805 http://www.s-bbqa.com/
明治屋醤油株式会社 静岡県浜松市浜北区小松2276 http://meijiyashouyu.com/
Yui support 株式会社 静岡県浜松市南区立野町302－1 https://yuisupport.net/

試食会

いよいよ完成間近！

コンセプト、使う素材、
味の方向性、デザイン…
などなどをすり合わせ。
それぞれの分野のプロ同士、
熱い意見が飛び出し議論
が白熱します。

パッケージデザインも大詰め。どんな人
に使ってほしい？ どんな人に手に取って
ほしい？ などをイメージしながら、ビン
の大きさ、字体、色味など、どんどん
具体的に決まっていきます！

日本人の口に合う、醤油ベースで鰹出汁のきいた万能BBQ
ソースが約1年をかけてとうとう完成しました。牛肉、豚肉、鶏肉、
すべてのお肉と相性がよく『かけて良し！ つけて良し！』の、
風味豊かで子どもから大人までみんながクセになる飽きの
こない味に仕上がっています。

オリジナルBBQソースはこちらで買えます！

第一回 打ち合わせ

2021.1.1丑年
デビュー !

完成した試作ソースを、実際に
お肉とともに試食！
BBQのプロ、静岡県バーベキュー
協会の代表・鳥居克啓さんみずか
ら色々なお肉を焼いてくれました。
BBQのがっつりしたお肉に楽し
めるのはどんなソースか？ を考え、
原材料の内容や配合を変えて開発
されたソース。色々なお肉で食べ
比べ、主婦や子どもたちの意見も
取り入れて全員で本気の意見を
フィードバックしました。

完成！

● 和風BBQソース1本（200ml） ： 880円（税込）
● BBQソースギフトBOX 2本入り ： 1,980円（税込、箱代）＋送料800円

※北海道、沖縄、離島に関しては別途追加送料発生致します。
浜松市北区都田町にあるBBQガレージにて店頭販売または
イベント出店時でもお買い求めいただけます。

2本入り
ギフトBOX

静岡県バーベキュー協会 検 索

浜松 ！
はつ はつ

初 発
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ママ達とのんびり過ごしたり、

お子さま連れでも気兼ねなくゆっくり出来るお店たち。

日頃の疲れを癒し、パワー充電しに行きませんか？

地元の美味しい食材を使ったこだわりのお店のご紹介！

  HAMAMATSU       De l ic ious  Shop

ジ
モ
ト
の
お
店

Shop List

お好み焼きカフェ奈な

旬惣菜 らくさぽ Deli

Cafe AINOMIYA

053-452-4545

090-4164-7961

0538-67-8520

山口 あゆみ Ayumi Yamaguchi

Reporter：

浜松市在住、二児のママ。学用品
を中心にハンドメイド販売や、
ゼッケンの縫い付け代行、ミシン
教室をしている。また、Instagram
のコンサルティングもしている。

お好み焼き 奈な
O ko n o m i ya k i  N ana

大人にも子どもにも愛される
B級グルメ遠州焼き＆かき氷

学生のお小遣いで買えるお手頃価格の遠州焼きなど
たくさんのメニューを取りそろえたアットホームな
お店です。
また、夏には店長が手作りした無添加のシロップを
使用しているこだわりのかき氷も大人気！ お料理
教室やスイーツ教室も店内で開催しております。

Ce
ntral Area

中区

Shop Data

静岡県浜松市中区中央2丁目5-5
サンクレール1F
053-452-4545
【ランチ】 ［火～土］ 11：00～14：00
【ディナー】 ［水・金・土］ 17：00～21：00
定休日／日・月曜日

旬惣菜 らくさぽ De l i
Sy uns o uza i  R a k u s ap o  D e l i

子どもを連れて行けるお店で、
旬の野菜を美味しく食べられる！

毎日がんばっているママたちを応援したい！ の思い
から浜松のこだわりの農家さんが作った野菜と、自
家製の発酵調味料を使った、安心安全なお粥とお惣
菜のお店です。旬の野菜を美味しく食べられます！
西区伊左地町の廃園になった保育園をリノベーショ
ンした複合施設「アップサイクルスタジオ」へ移転
しました。毎週水曜日のみ営業しています。

West Area

西区

Shop Data

静岡県浜松市西区伊左地町2460-2
090-4164-7961
11:30～15:30
営業日／毎週水曜日のみ
駐車場10台程度有

Cafe AINOMIYA エッグベネディクト

取材レポート
はコチラ▼

取材レポート
はコチラ▼
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［ 白玉ねぎ×塩昆布 ］
材   料： 白玉ねぎ、塩昆布、ごま油作り方： 玉ねぎをスライスして、
 塩昆布とゴマ油をかけるだけ

調理時間
約 3 分

Shop Data

静岡県袋井市国本2463-6
0538-67-8520
月～木／11:00～19:00（LO18:00）
金・土／11:00～21:00（LO20:00）
日／11:00～18:00（LO17:00）
定休日／火曜日
https://www.aino-miya.com

C a f e  A I NOM I YA
C a f e  A I N O M I YA

子育てママ必見！ 絶品パンケーキが
楽しめる癒しの空間カフェ

驚くほどふわふわで、口に入れると瞬く間に溶けて
なくなる食感の、大きなパンケーキが大人気！
2ヶ月ごとに変わる期間限定メニューも大注目です。
ランチ、キッズメニューもあり、お子様が安心して
遊べるキッズルームもあるので親子でのんびりする
のにぴったりです。

Fu
kuroi Area

袋井

What 's new!

農業体験・イベント情報が受け取れる！

『 Yui～結～ shizuoka LINE 公式 』 誕生！

●  農業体験
●  食のイベント情報
●  お得なキャンペーン…などなど
　　LINE 公式限定情報がもりだくさん！

友達追加お願いします !

@963ljiaf

い
ち
ご
狩

り体
験も
見逃せないイベントで

す
！

［ 白玉ねぎ×ゆず味噌 ］

材   料： 白玉ねぎ、ゆず味噌

作り方： 玉ねぎをスライスして、

 ゆず味噌をかけるだけ 調理時間

約 3 分

［ 白玉ねぎ×発酵旨味オイル ］
材   料： 白玉ねぎ、発酵旨味オイル作り方： 玉ねぎをスライスして、
 発酵旨味オイルをかけるだけ

調理時間
約 3 分

『発酵旨味オイル』とは…
浜松の地元調味料「浜納豆」と、
エキストラバージンオリーブオイルと、にんにくが入った旨味オイル

［ 紫玉ねぎ×麻婆豆腐の素 ］

調理時間

約10 分

材   料： 紫玉ねぎ（普通の新玉ねぎでもOK！）

 麻婆豆腐の素

作り方： 玉ねぎの皮をむいて、

 十字に切り込みを入れる。

 ラップをしてレンジで７分。

 麻婆豆腐の素を最後にかるけだけ。

玉ねぎレシピ

やまたつフ
ァームおすすめ

レンジで少し温めると、
玉ねぎの甘味がまして
美味しくなります。

どれも１０分以下で
できる簡単レシピを
集めました。

 

『発酵旨味オイル』
のご購入はこちら！

取材レポート
はコチラ▼
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有精卵がふ化

UZ U R A S H I N B U N

ビタミンB12
記憶力・集中力を
上げる効果

貧血を防ぐ

葉酸・鉄

2021

うずらの物語

うずらのたまごの栄養

オス メス

たまごの誕生！

オス1匹：メス4匹
メスは1日約1個うむ

無精卵 メスが1日約1個うむ
　  そのまま食べる用

有精卵 ｝

2week
小学6年生

3week
高校3年生

5week
大人

1個 5～6個

＝

選び方 白っぽい卵がgood!
若いうずらが生んだ証拠！！

沸騰したお湯に入れる

2分半～3分茹でる

冷水で急激に冷やす

殻全体にヒビを入れる

うずたまのお尻側の殻と薄皮をやぶり
先端にむかって、らせん状にむいていく

茹で方
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今大注目！   諦めていた結婚式を応援
 エフォートレスウェディング

結婚式をあきらめない！ 家族のためのトータル結婚式プランニング

タイミングを逃した…コロナ禍で式を挙げ

られなかった…先に赤ちゃんを授かった…

再婚だから…あの時やらなかったけど、

やっぱり結婚式をしたい！

そんな思いを全力で叶えてくれる地元密着

型の結婚相談所「エフォートレスウェディ

ング」が浜松市西区に誕生しました。

2020年、世界中で日常が変わり、大勢の仲間と集まること、

気軽に実家の祖父母に会いに行くことが叶わない日々…そん

な中で家族や友人、生きていることのありがたさ、当たり前だ

と思っていた日常がとても大切でかけがえのないものだという

ことに気付いた方も多かったのではないでしょうか。

結婚式は、人生の節目にこれまでを振り返り感謝するとともに、

新たな決意をする大切な日。自分たちらしい結婚式を挙げたい！ 

という想いをエフォートレスウェディングは応援してくれます。「結

婚式は会場から探す」と

いう今までの常識ではな

く、「こんな結婚式をした

い！」という想いをエフォー

トレスウェディングで叶え

てみては？

WHAT’S?

エフォートレスウェディングって？

エフォートレスウェディングで
結婚相談するメリット

1 ６つの式場から選べる
静岡県西部と愛知県東部の６式

場から、立地や好みに合わせて

おふたりにぴったりな会場をご提

案します。

2 価格交渉ができる
元ウェディングプランナーの

知識を活かしながら花嫁と式

場の間に入り、面倒な価格交

渉も対応します。

3 相談は完全個室空間
完全なプライベート空間での打ち

合わせが大人気です。費用につ

いての話なども周りを気にせず相

談できます。

エフォートレスウェディング ✕ 結苺スペシャルコラボ

結婚式プロジェクト プレゼント！
エフォートレスウェディングと、素敵な想いに共感した結苺がタッグを組み、

Maman限定の超スペシャルなコラボが実現しました！

結苺のアグリ会員権
プレゼント！

結苺の
ウエディングケーキ

ふたりで、家族で、結婚式と一緒に結
苺を育てることができます。準備期間
の想いでづくりにも♪苗を植えるところ
から収穫までを体験できます。

新郎新婦みずからが育てた結苺で
当日のウェディングケーキをデコ
レーション。ゲストの皆さまをあっ
と言わせるスペシャル演出に♡

今読んでいるMamanをお持ち頂いた方はもちろん、読者の方より
ご紹介されたご親戚、ご友人様ももれなく全員が対象です。

※結苺の特典は、2021年夏までに、2022年1月～4月の結婚式をお申し込み・ご成約頂いた方のみとさせていただきます。

※結苺の苗植えは2021年9月頃、収穫は2021年12月～2022年3月頃を予定しています。

※お申し込みの際に、「Mamanを見た」とお知らせください。

全員もれなくもらえる!

ご応募は
こちら !

Maman会議
「結婚式、挙げたい人！ 挙げてない人！」座談会

本音を聞いてきました！

ぶっちゃけ、結婚式って挙げたいと思う？ どんな結婚式ならやりたいなと思う？
もうやったけど、子どもも交えてやりたいなとちょっと思ってる…？
などなど、結婚式にまつわる本音をきいちゃいました！

日時 ： 6/17（木） 10：00～12：00　
会場 ： ザ・クスノキクラブ
Yui support LINE：ID @963ljiaf 
MAIL：info@yuisupport.net 

参加
レポートは
コチラから

お問合せは
お気軽に！

Effortless Wedding
（エフォートレスウェディング）

静岡県浜松市西区志都呂町1-39-34

053-543-5311  

http://present.effortless-w.jp

Open!

公式LINEに登録
結婚式プレゼント
プロジェクトを選択

配信される
６つの質問に回答

応募理由に「ママン読者」
とご記入ください

コンシェルジュとの
打ち合わせを経て
式場見学へ

おふたりで
応募条件を確認

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4
応募の流れ

総額 100万円相当のウェディングプランをご提案！
実質自己負担 0円になる結婚式が叶います。

エフォートレスウェディング 検索
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NEW
OPEN! KAReN HaMaNaKoかんざんじ荘

先行リポート

家族 浜名湖 遊びつくそう！

舘山寺に、
浜名湖の大パノラマを一望でき
ファミリーで1日じゅう楽しめる
多用途施設が2021年に誕生！
ひと足お先に潜入してきました。

ひろ～い
眺望風呂!

レストラン
「やまぼうし」の
贅沢絶品ランチ泊まる

体験する

食べる
家族で泊まれるモダンな和室

は浜名湖の絶景が一望でき解

放感あふれます。ぬくもりの森

が手掛けた部屋もあるとか！？

こちらも絶景の大浴場や、家族

水入らずで楽しめる半露天貸

切風呂が2種類あります。

テラスを備えるカフェや、地元食材を使った「ナ

チュレフレンチ」のレストランの食事は、どれも素

材を活かした味付けが丁寧で絶品。

ウェルネスをテーマに、厳選された発酵食品を

購入できるセレクトショップもあります。

貸切風呂
「朝焼け」

ぬくもりの森で暮らした

い！そんな世界観を叶え

る「ぬくもりの小屋PAO

（パオ）」モデルハウスを

体感できる施設も。

ワークショップやイベン

トもこちらで開催される

とのことです。

全館Free Wi-Fi完備！プロジェクターがあるゲストルーム

やミーティングルームもあります。カフェでは貸し出し可能

な図書コーナーも。景色を一望しながらのリゾートワーク

が可能です。

はたらく＆Cafe でゆったりワーケーション!

Shop Data

静岡県浜松市西区舘山寺呉松町1768-1
053-569-6433
http://www.karen-hamanako.jp/

Shop Data

静岡県浜松市西区和地町2949
053-486-1723
定休日　木曜日
https://www.nukumori.jp/

取材レポート
はコチラ▼

中世ヨーロ
ッパのとある小さな村に迷い込んだような…

まるでおとぎの国にいるような
穏やかで不思議な空間です。

高い木々に囲まれた小さな森の中に点在する小さなお店は、

雑貨ショップ、レストラン、ジェラートショップ…。

日常を離れた夢のひとときを味わいにどうぞお越しくださいませ。

楽しくて不思議な夢の空間で皆様をお待ちしております。

ぬくもりガレリアのテラスでティータイムは
いかがですか。風がそよぐテラスで鳥のさえ
ずりを聴きながら優雅なひとときをお楽しみ
ください。

オーナーセレクトのハンドメイド作品、オリジ
ナルアロマのほか約30種類のアロマオイル、
ポーランドから輸入したハンドペイント陶器等、
お気に入りの一点をぜひ見つけてください。

森のチーズケーキ がオンラインショップに
てご購入いただけるようになりました。冷凍
にて全国発送へお届けいたします。大切な
あの人に送ってみてはいかがですか？

ぬくもりガレリアで
優雅にアフタヌーンティー

ハンドメイド作家さんの作品や
輸入雑貨、アロマ製品も販売

チーズケーキとジェラート
オンラインショップスタート

毎月11日は
ぬくもり感謝デー

「ぬくもりの森」貸し切りプランが登場しました。休業日の
貸し切り、夜間の貸し切りOK。お友達との集まり、サークルや
オフ会、撮影会、バースデーパーティーやプロポーズなどの
サプライズにもいかがですか？

ぬくもりガレリア貸し切りプランNew!

浜松市・湖西市にお住まいの方
身分証明提示で入場料無料

森のチーズケーキやさん
オンラインショップ 

▲

近日グランドオープン!!
最新の情報はHPやSNSでご確認ください。
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夏

数々の賞を受賞するお茶を生産する、掛川市の山喜製茶組合。

お茶と歩み続けて50年、生産方法にも味にもこだわり掛川の

大地がはぐくむ良質なお茶を作り続けているお茶農家さんです。

ころんとしたフォルムとあしあとの焼き印が可愛
い、緑色のお茶たい焼き。深蒸しのパウダーティー
が生地に練り込まれ、ほんのり香るお茶の風味と
あんこの相性が最高です。味はあんこ、カスタード、
月替わりの限定あんから選べます。
販売期間：11～ 3月頃限定

1 年で最も味の良い春収穫のお茶を
生地に練り込んだお茶たい焼き

抹茶とはひと味違う夏季限定かき氷。
美味しい風味にこだわり秘密のブレンドで作られ
た、山喜製茶組合特製のパウダーティー ( 粉茶 )を
使っています。フルーティーさもあるお茶の甘さが
感じられる涼しげな一品。
販売期間：6 ～ 8月頃限定

美味しい風味にこだわった
粉茶でいただくかき氷

冬

山
喜
製
茶
組
合
で

四
季
折
々
の
お
茶
を
楽
し
む

取材レポート
はコチラ▼

取材レポート
はコチラ▼

看板商品パッケージリニューアル！

山喜製茶組合

農家さんのブランディング、デザイン、今後のビジョンなど

トータルサポートを行うYui supportがお手伝いさせていただき、

山喜製茶組合の大人気商品6種のパッケージがこのたび新しく生まれ変わりました。

Produced by Yui support

どんなパッケージなら手に取りやす
い？山喜製茶組合らしさを出すに
は？など、綿密に話し合いました。

店頭に並んだ様子を見比べると…その違いは一目瞭然！ どんなお茶か？ が、
可愛いイラスト、文字、色から分かりやすく伝わり、「山喜さんのお茶だ！」
ということもひとめで分かります。並んだときのグラデーションも美しい！

打ち合わせ リニューアル前 リニューアル後

山喜製茶組合  直売店「やまき」

〒437-1438 静岡県掛川市入山瀬811
0537-74-2384
月・火・水･金曜日／13:00～17：30　土･日曜日／10:00～17:30
木曜日定休
https://www.yamakiseicha.jp

オンラインショップ
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Yuisupport 株式会社 

代表取締役 玉置 麻菜美
 [ 編集・取材・総括 ]

中学生の男の子と小学生の女の子、2人の

子供の母親、 そして Yui support 株式会社

の代表として毎日 忙しく過ごしています。

食の6次産業化プロデューサーとして普段

は、農家さんのブランディングやマーケティ

ング商品開発のお仕事をしています。

Yui support 株式会社

食品卸事業・販路開拓事業・商品開発事業・イベント企画事業

住所 :〒430-0827 静岡県浜松市南区立野町 302-1

Mail: info@yuisupport.net https://yuisupport.net

Sta� afterword

小楠 カオリ
 [ デザイン・構成 ]

出産を機に2014年からフリーランスのデザイナーとし

て、個人・企業・業種を問わず、幅広く制作しています。  

6歳の娘の母でもあり、育児と仕事の両立に日々奮闘し

ています。 浜松市や浜松の産業が大好きなので、

Mamanに関われてとても嬉しいです。 

えだむら かつみ 
 [ 裏表紙イラスト ]

「愛の絵言葉」を通して、優しさや温かさがじんわりと

広がり、世界が愛で満たされてゆくことを 祈り願い表現

しています。Mamanへの想いをお聴きして、自身も三

児の母であるため大変共感し、その想いを絵と詩で表

現させていただきました。

鈴木 かおり
 [ イラスト ]

鈴木 秋香
 [ 取材・編集 ]

似顔絵作家としてイベントに出展したり、フリーランス

のグラフィックデザイナー、イラストレーターとして活動

しています。一児の母になり、Mamanへの想いもまた

少し変わりました。浜松の農業や食のこと、もっと知っ

ていきたいです !

ブログ集客・SNS集客講師、カメラマン&ライターなど、

子育てしながら起業している女性のサポートをしていま

す。起業女性の会スピカルを主宰し、イベントも開催中。

10歳男子、8歳女子、3歳男子の子育て中です。生まれも

育ちも浜松市の浜松好き !

きっかけは本当に些細な事で、2人の子供達と散歩をする中で、ふと、目の前で働く農家さんの姿が目に入りま

した。そして地域の自然の豊かさを感じ、これから子供達が30年後大人になったとき、当たり前に「今」ある

ものが「未来」にあるのだろうか ? とふと不安に感じた事でした。 30年かけて失われてきたものもたくさんある

中で、大切な「食」「環境」「暮らし」「働き」を守るために、私にも何かできる事はないだろうか? できる事がなくても、

できる事を探そう! とはじめた小さな一歩です。

Maman 制作のきっかけ。 

Reader Presents

読者プレゼントコーナー

 [ 取材・編集 ]   伊藤 麻紀／高橋 良子／山口 あゆみ／永谷 亜季子／吉田 葉津美／大矢 貴恵／伊達 桜花

森島農園

Yui support

静岡県BBQ協会

1 らくらくごはん
防災セット4食入り

3 静岡県バーベキュー協会
オリジナル和風BBQソース
1本（200ml）

4 Yui support 株式会社
結苺アグリ会員チケット
（農業体験＋結苺）

2 お米とお野菜お試しセット
森島農園の 5～6品で厳選してお届けします

3名 5名

3名

3名
@963ljiaf

LINEでYui supportと
お友達になる

① Yui supportページトップの右側にある「友達追
加」より、もしくは下記コードを読み取っていただき、
LINEでYui supportとお友達になります。すぐに「登
録ありがとうございます」と返信が届きます。
② トークにて「Maman2021プレゼント応募」とご記
入の上、 ◆住所 ◆氏名 ◆年齢 ◆電話番号 ◆ご希望
のプレゼント番号  ◆ M a m a n の入手先  ◆
意見・ご感想等…を明記し送信してください。

プレゼント応募方法

当選は抽選とさせていただきます。
当選は発送をもってお知らせします。

▼登録・応募はこちらから！

詳細はP15へ

詳細はP11へ

詳細はP9へ

非常時や停電時でも
あたたかいご飯を
火を使わずに調理して
食べられます。
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