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お宅訪問

田原中部小学校の生徒達

幸福を実現できる街田原市
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たはら
エコ・ガーデンシティ構想

▲「この“たはらエコ・ガーデンシ
ティ構想”のコンセプトは、国の関
係府省連絡会議において環境共
生まちづくりの全国モデルに選
定されました。」と、田原市市民環
境部エコエネ推進課の髙橋知子
課長

低炭素モデルハウス低炭素モデルハウス

蔵王山展望台

田原市は三方を海に囲まれた自然環境豊かな街です。
しかし一方、河川や三河湾の水質汚濁など様々な地域課題がありました。
そこで、環境と共生する豊かで持続可能な地域を目指して「たはらエコ・ガーデンシ
ティ構想」が策定されました。中でも、エコ・エネルギー導入プロジェクトでは、田原市
の豊富な日照量や半島性の強い風などの自然エネルギーを利用した、風力発電や
太陽光発電の導入を推進しています。
一般家庭への太陽光発電補助金交付も平成11年から開始し、現在では8.5％の家
に太陽光パネルがついていて、これは日本の中でもトップレベルです。
「菜の花エコプロジェクト」では、「たはらっこ」という菜種油を作ったり、子供達に菜
の花の種まきを体験してもらったりして、資源循環の仕組みなどを実践で学ぶ環境
学習を実施しています。

風力発電の風車は、田原のシンボル。
360度全てが見渡せる展望台は日本国内
でも少ないとのこと。昼は三河湾から太平
洋が一望でき、天気の良い日には富士山
も見えます。

低炭素モデルハウスでは温室効果ガス削
減に取り込んだ低炭素施設園芸の実現と
菊の栽培実証を行っています。
発電には太陽光発電システムを設置。天
窓部のシステムは設備に電力を供給し、
屋外のシステムは蓄電して夜間の照明に
利用しています。照明のLEDは、
開花抑制効果など様々な波長で
の影響を調査しています。

　メガソーラー建
設に合わせて、今
年展望台のリニュ
ーアルを予定して
います。」と、あつ
まるタウン田原の
近藤淳彦さん

▲「見学に来られた農家さんから
も高い関心が寄せられており、予
算の問題もあるけど、低炭素、省
エネに配慮したハウスを建てたい
という意見をいただいています。」
と、田原市産業振興部農政課の
石川恵史さん

◎田原市低炭素施設園芸づくり協議会
◎URL:http://teitankyo-tahara.jp/

愛知県田原市浦町蔵王１－４６
展望台営業時間 :午前５時～午後１０時
売店：午前１０時～午後４時（火曜定・売店のみ）
http://www.tahara-tmo.com/zaosan

▲渥美半島の灯りと星空による夜景は
「日本の夜景100選」に選ばれています。

▲

▲　LED電照の
導入による省エ
ネとCO２削減を
図っています。

日本の夜景
100選
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江戸時代、田原藩の家老職についていたのが、渡辺
崋山。
画家としては、多くの名作を世に送り出し、中でも「鷹
見泉石像」は国宝に指定されています。政治家として
は、天保の大飢饉の頃、「報民倉」を築いたことにより、
一人の餓死者も出さず大凶作を乗り切ったと言われ
ています。学者としては、高野長英らと西洋事情を研
究し、鎖国により世界の水準より遅れていることを憂い
「慎機論」を書き綴りました。
しかし、これが幕政批判にあたるとされ、蟄居を命ぜら
れることになります。その後、藩主まで災いが及ぶこと
を恐れ、自らを不忠不孝といい自刃。享年49歳でした。

の遺徳をしのび、顕彰する目的、また生き方教育がで
きる地元の題材として、「立志」「登の忠誠」が演じられ
ました。昭和９年には「板橋の別れ」が加わり、三部作
となりました。時代の流れとともに、「板橋の別れ」は継
続され、他の二作は途絶えました。昭和56年、校門横
に「立志の像」を設置したことを機に「立志」が再演。
現在では、「板橋の別れ」「立志」、そして舞踊「花と茨」
の演目が加わっています。

田原市博物館

崋山劇

愛知県田原市田原町巴江１１－１
０５３１－２２－１７２０

◎開館時間：午前９時から午後５時（月曜定休）
◎観覧料 ：一般２１０円、小中学生１００円
◎URL:http://www.taharamuseum.gr.jp/

田原中部小学校

崋山が12歳の頃、病気の父の薬を買
いに出かけ、その帰りに日本橋で大名
行列にぶつかってしまう。侍たちに突
き飛ばされ、暴力を受ける。そのとき
崋山は、学問で名をあげ、殿様とも対
等な立場で話のできる人になろうと、
学問に勤しむ決意をする。

崋山が14歳の頃、貧しい武士の家の
生まれゆえ、幼い弟や妹を奉公に出す
ことになる。いま奉公に出ようとする弟
を板橋まで見送り、少年崋山が励ます。
やがて自分が学問で身を立て、奉公に
出した弟や妹を
呼び戻そうと誓う。

▲「80年にわたって続いているだ
けに、地域の崋山劇に対する想い
は強く、毎年学芸会を楽しみにし
ているお年寄りが多いです。」と、
田原中部小学校の河合伸樹校長

板橋の別れ「崋山が自刃した12年後にペリーが来航して開国を迫ります。
もし、少し時代がずれていたら、崋山の人生も違っていたよう
に思います。」と、田原市博物館の副館長の鈴木利昌さん

▲

田原中部小学校

「崋山が自刃した12年後にペリーが来航して開国を迫ります。
もし、少し時代がずれていたら、崋山の人生も違っていたよう
に思います。」と、田原市博物館の副館長の鈴木利昌さん

▲

の遺徳をしのび、顕彰する目的、また生き方教育がで
きる地元の題材として、「立志」「登の忠誠」が演じられ

崋山劇
田原中部小学校

崋山劇は、昭和２年から始まっ
た渡辺崋山の歌唱劇です。崋山

立志
崋山劇

（5年生と2年生）

（6年生と3年生）

田原中部小学校
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故 郷
 おいしさ
バンザイ

▲野菜の遊園地には、野菜を
かたどった遊具があります。
▲野菜の遊園地には、野菜を
かたどった遊具があります。

故
郷
お
い
し
さ
バ
ン
ザ
イ

農業公園サンテパルクたはらは、
体験型テーマパーク。
体験工房ではアイスクリーム作り
やウィンナー作り、体験農場ではさ
つまいも、じゃがいも、落花生など、
野菜の収穫体験などが行え、子ど
もの体験学習や土日は親子で一日
中楽しめる施設になっています。

▲「3月、4月はチューリップ、7月8月
はひまわりなど、一年中いろいろな
景色を見ることができます。
入園無料のテーマパークですので、
是非お越し下さい。」と、サンテパル
クたはらの小久保富美恵さん

青果物 ミマス
　 田原市野田町芦ヶ池８番地
　 ０５３１－２５－１２３４
◎ 開園時間：午前９時３０分～午後５時
　（木曜定休）
◎ URL：http://www.santepark.com/

体験型テーマパーク
サンテパルクたはら

渥美半島は常春と言われるほど、年間を通して暖かい土地で
す。水はけもよく、害虫の発生も比較的少なく、減農薬で作物
を栽培するのに適しています。
ミマスは、潮風によって運ばれてくる天然のミネラルで育った
美味しい新鮮な野菜や果物を消費者に直接お届けしていま
す。また、野菜を使った様々な加工品も開発しています。

▲株式会社ミマスの福井主税社長（右）と福井かをりさん

◎ 運営会社：株式会社ミマス
◎ 営業時間：午前９時～午後５時
　（火曜定休）
◎ URL：http://www.mimasu-831.jp

▲小動物やポニーともふれあえます。
（土日祝日のみ）

レストランmoguでは、
地元産の旬の食材で作られた料
理をバイキングスタイルで提供。

マーケットでは地元の
農家さんが作った新鮮
な野菜や花を販売。

レストラン
mogu

マーケット
mori

▲キャベツは、冬の渥
美半島の適度な寒さ
によって、ギュッと締ま
り、甘さが増します。

▲熟したトマトを使ったトマト

のカクテル「とまテル」、渥美

半島の美味しいメロンを使っ

たカクテル「めろんハート」。

▲お酒の飲めない方やお子様にも味わってもらおうと開発したゼリー「ぷるるんとまテル」「ぷるるんめろんハート」。

加工品は様々な人との出
会いによって生まれていま
す。新製品としては菜の花
せんべいを開発中です。

▲
▲キャベツやトマト、にんにく等をせんべい
にした「野菜村せんべい」シリーズ。

トマトが苦手な方もサラッと
飲める「とまチュ」。

▲
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故 郷
 おいしさ
バンザイ

G・ファームの豚は、水の分子を細かくした
π（パイ）ウォーターで飼育されています。
肉の日持ちがしたり、灰汁が出にくいとい
う特徴があります。
本物の国産豚肉を目指して、食品メーカ
ーからでるパン屑、酒粕、ポテトピールな
ど、麦・米・芋類を利用し、オリジナルの餌
で育てています。
こうして、清潔な環境で健康にストレスが
無いように育てられた豚は、コクが出てサ
シも多くなり、美味い肉となります。

故
郷
お
い
し
さ
バ
ン
ザ
イ

田原ポーク直売店
笑楽豚工房

●株式会社ハロー（担当：別所淳二さん）
LPガスは、一般家庭だけでなく、G・ファームさんのような施
設でも使われています。豚舎の暖房であるPSIヒーターには、
LPガスをご利用いただいています。
鮮度、品質も優れた田原ポークを是非召し上がって下さい。

私が
担当

私が
担当

●渥美陸運株式会社（担当：山本幸久さん）
いつもLPガスをご利用いただき、ありがとうございます。
渥美線田原駅より北へ徒歩５分にあるグリル華さんは美味
しくボリュームたっぷりのあなご天丼等多数あります。一度
ご賞味下さい。

私が
担当

「渥美半島どんぶり街道は、商工会から『丼で
半島の活性化が図れないか』というなげかけ
で始まりました。
それをきっかけにブランドのみかわポークや
大あさり、しらす、特産の野菜を加えた丼が最
初は10店10品で始まり、今では43店43品の
各店オリジナルの自慢の丼でお客様をお迎え
しています。
スタンプラリーは平成26年12月末日まで開催
していますので、是非チャレンジしてみてくだ
さい。」と神谷さんは話してくれました。

渥美半島は様々な食材がいっぱいあります。料理人の技とアイデアでおいしい
どんぶりのスタンプラリーを開催している「どんぶり街道」。

　 田原市田原町倉田５－１１
　 ０５３１－２２－３５３１
◎ 営業時間：午前１１時～午後２時、
　　　　　　午後５時～午後８時（月曜定休）
◎ URL：http://guriruhana.com/

グリル華
◎ 株式会社Ｇ・ファーム
◎ URL：http://taharapork.jp

▲母豚が400頭、子豚も合わせると4000頭
の養豚場です。

　 田原市赤羽根町大西３２－４
　 道の駅あかばねロコステーション内
　 ０５３１－４５－２９５５
◎ 営業時間：午前９時～午後５時

▲「田原市は、養豚に適した土
地であると言えます。農業も盛
んな地域ですから、畜産排泄物
も堆肥として利用できるなど、
循環できるのもこの地域ならで
はです。」と、株式会社G・ファー
ムの鈴木美仁さん

渥美半島 どんぶり街道

●お問い合わせ先：渥美半島観光ビューロー
　〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場３０－１　電話：０５３１－２３－３５１６
　URL:http://www.taharakankou.gr . jp

▲グリル華の神谷幸治さん

 キャベコロは、
大手メーカーから
冷凍食品として
販売される企画
が進行中です。

▲

期間：平成２６年１２月末日まで

▲あなごが3本入っているあなご天丼
特盛。グリル華さんは、あなご天丼で参
加しています。

期間：平成２６年１２月末日まで

スタンプラリーを開催中!

養豚場 田原ポーク
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お宅
訪問

私が
担当

●ガステックサービス（株）  東三河支社  田原営業所 
　（担当：小林瞳さん）
渥美半島の特産品であるマスクメロンをはじめ、地元の
農家の方が生産した野菜やお花もいっぱいです。
三河のおいしさのすべてがここにあります！

▲産直市場にはお土産や特産品
などがたくさん有ります。

▲崋山最中「報民倉」

▲産直市場にはお土産や特産品

▲崋山最中「報民倉」

道の駅
田原めっくんはうす
道の駅
田原めっくんはうす

1987年から夏に開催されている華やかなスポーツイ
ベント。スイム（水泳）1.5km、バイク（自転車）40km、
ラン（走る）10kmの合計距離51.5kmからなる、正に
鉄人のためのレースです。LPガス販売店の方の中に
も、このトライアスロン出場者がいらっしゃいます。
●小笠原成年さん（小笠原知三商店）
親戚が出場していたのを見たのがきっかけです。一
度出場したら、次はもっと上の順位を目指そうという
気持ちが出て来て、毎年参加して、今年で5回目にな
ります。販売店の仕事が終わってから、ジムに通い、
毎日トレーニングしています。来年は、伊良湖以外の
大会にも出場して、合計距離226kmからなる「アイア
ンマン・ディスタンス」に出場したいと思っています。
●川口広満さん（株式会社川廣）
元々、学生時代に陸上をやっていたので、5回ぐらい出場していました。ここ最近は出
場していませんが、トライアスロンで体も心も鍛えられたことが、今のエルピーガス
販売店の仕事にも活きていると思います。

お
宅
訪
問

マスクメロンをはじめとする渥美半島の特産品やお土産物
が勢揃い。地元の人が作った新鮮な野菜が好評です。
「めっくんはうす」の名前の由来は、四方八方に出ている手足
は、花の芽、野菜の芽、そしてむらおこしの芽であり、文化の
芽、産業の芽、発展し成長する元気な”まち”を表しています。
これらの芽を発展させる「家（はうす）」としてこの名前がつけ
られました。「めっくん」というキャラクターがいます。

私が
担当

トライアスロン伊良湖大会

マム農家

こちらで栽培しているマムとは、オランダから
来た西洋菊で、主に一輪仕立ての菊のこと
を指します。花束でダリアの代わりにも使え
る半円型のデコラタイプ、球型のポンポンタ
イプ、スプレータイプなど大きさ、色も様々。
用途としても、ブライダルや入学祝い用等、
マムは広い用途に使うことができます。

  ヤマニ温室園芸の渡会芳彦さん（右）とキューマムの
加藤弘一さん（左）
菊は日本の国花ですから、7年後の東京オリンピックで
マムのビクトリーブーケをお届けできたらと考えています。

トライアスロン伊良湖大会

▲小笠原さん（左）と川口さん（右）

　 田原市東赤石５ー７４
　 ０５３１－２３－２５２５
◎ 営業時間： 
　お土産コーナー／午前９時～午後７時（年中無休）
　うどん・そば処／午前１１時～午後８時（年中無休）
　レストラン・喫茶／午前１１時～午後９時（水曜定休）

「オブラート巻きの寒天ゼリーは
大正のはじめに田原で生まれ
たんですよ。」と、田原めっくん
はうす駅長の鈴木さん

▲

　 田原市中山町神明前１８６
　 ０５３１－３２－２０６８

ヤマニ温室園芸
　 田原市中山町成美１５７
　 ０５３１－３２－１８８６

キューマム

▲
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豊島神戸三河田原

田原湾

田原市 
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暮らしに欠かせないガスを扱う仕事は、
地域の発展とゆたかな暮らしの実現に貢
献する「地域密着型」の事業です。
現在、田原市には２６軒のLPガス販売
店が快適で便利な暮らしの提案だけでな
く、安全に関わる重要な仕事として、取り
組んでいます。

東三河支部 田原分会 別所淳二分会長のコメント

地域の皆さんに安全、安心にエルピー
ガスをお届けできるよう、組合員全員一
丸となって努めています。ガスのことなら、
お気軽に私たちにご相談下さい。
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（株）小川石油 

小笠原知三商店　　 

徳盛石油店　　 

（資）杉耕商店　　 

（株）川廣 

ガステックサービス（株） 渥美営業所

清田プロパン　 

荒木石油店　 

マルハチ商店　　　 

（有）日通プロパン小林 

（資）杉浦石油商会 

松井産業（株） 

ガステックサービス（株）田原営業所　

（有）丸光河合商店 

渥美陸運（株） 

鈴木武商店　　　　 

（有）吉田屋燃料 

（株）大富　　　　　　 

田原商事（株）　　 

愛知海運産業（株） 

田原液化瓦斯協同組合 

川澄燃料店　　　　　 

（有）石黒商店　　　 

（株）大羽石油店 

（株）オーテック田原営業所

JA愛知みなみ販売所

（順不同）
知って安心 LPガスのお話し

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

12

13

14

15

16

18

19

25

26

20

21

22

23

24

販売店名 住　所 電話番号

田原市 販売店一覧

古田町広海道３０ 0531-32-0242

江比間町新田３６８－２ 0531-37-0103

江比間町西砂畑１３－２ 0531-37-0041

古田町郷中１５１－３ 0531-32-0108

小中山町一本松２１－１ 0531-33-0021

福江町沢３５　 0531-32-0254

福江町堂前３番地５ 0531-33-1055

中山町宮下７－６ 0531-33-0388

福江町下地２６ 0531-32-0148

福江町下紺屋瀬古２９ 0531-32-0059

福江町仲田８ 0531-33-0005

田原町松下９－２０ 0531-22-1277

加治町洲田２２－３ 0531-22-6151

神戸町ヤンベ３４－３ 0531-22-0155

神戸町大坪７０－１ 0531-22-1281

赤羽根町西２７ 0531-45-2141

田原町汐見３４ 0531-22-0347

田原町東大浜４８－１ 0531-22-0266

田原町本町５０－５ 0531-22-2186

田原町柳町６ 0531-22-1241

田原町柳町６ 0531-22-6185

田原町本町１８－２ 0531-22-0430

豊島町道南４６－１ 0531-22-0230

豊島町豊丘８３－１ 0531-22-1273

大久保町万五郎２７－２ 0531-24-0301

大久保町椎沢４６－１ 0531-22-4467

ＬＰガスをご家庭・業務用厨房でお使いの皆さまへ

ガス機器使用時は「必ず換気」を
しましょう。

ＣＯ（一酸化炭素）はきわめて毒性が強く、し
かも無色・無臭。そのため、気づかないうち
に中毒症状を起こし身体の自由が奪われ、
死亡事故につながる場合もあります。特に
飲食店等の業務用厨房施設では来店した
お客さまをも巻き込み被害が拡大するお
それがあります。

緊急時は３０分以内に対応

緊急時の連絡先は、夜間・休日も対応

ガス機器を使う時には、まず換気！

あける
（給気）

まわす
（排気）●ガス機器を使うときは換気扇を回して必ず換気（給気と

排気）をしましょう。また、給気口が塞がっていないか確
認しましょう。
●ガスファンヒーターなどを長時間使うときは、ときどき
窓を開けて新鮮な空気に入れ換えるなど、必ず換気をし
ましょう。

日頃のお手入れをしっかり！
●ガス機器・換気扇の油やほこりによる汚れはCO発生に
つながります。日頃から清掃・メンテナンスをしっかり行
いましょう。
●ガス機器の異常燃焼時には、炎が赤い・鍋や壁にススが
着くなどの現象がおきます。異常を感じたら販売事業者
等に連絡しましょう。

CO警報器の設置を！
●気づきにくいCOの発生をいち早くキャッチし、音声やブ
ザーで警報し、事故を未然に防ぎます。 CO警報器 業務用

換気警報器

ガス機器の異常を感じたら、ガスの使用
をやめ、すぐに「緊急時の連絡先」または
「ＬＰガス販売店」に連絡を！

CO中毒事故を防ぐポイント！
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一般社団法人 愛知県ＬＰガス協会
〒460-0011 名古屋市中区大須４丁目１５番１２号
TEL：052-261-2896　FAX：052-261-2898
http://www.aichilpg.or.jp

郵便はがきにクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、上のアンケートの答えを書いて下記へご
応募ください。また当冊子についてのご意見・ご感想が
ございましたらお書き添えいただければ幸いです。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただ
きます。

クイズの答え
①□□□
②□□□
③□□□
●郵便番号・住所
●氏名・年齢
●電話番号　　
●アンケート（1～４）
   「ご意見・ご感想」■締め切り：平成 26年 3月31日（当日消印有効）
はがき裏面の記入例※クイズ正解の方から抽選で100名さまに図書カードをプレゼントいたします。

アンケートにご協力ください。
1.本誌の入手先　2.本誌の全体の印象は？　3.面白かった記事は？
4.面白くなかった記事は？　

32号クイズの答えは、①奥平貞昌  ②徳川家康  ③のんすけ

物産、観光、歴史、芸能など、地域がもつ
さまざまな魅力をクイズで楽しく紹介。
ヒントは、本誌の中にあります。じっくり
読んでクイズに挑戦してください。

蔵王山展望台からの景色は「日本の□□100選」に選ば
れている？

田原市

問題
１

トライアスロンの種目は、スイム（水泳）、バイク（自転車）
ともうひとつは？

問題
3

田原中部小学校で上演されている「崋山劇」の演目は
「板橋の別れ」と、もうひとつは？

問題
2

◎３つの問題の答えを書いて（漢字、ひらがな、カタカナ可）、下記へご応募ください。

愛知県ＬＰガス
お客様相談所
052-261-2833

図書カード
100名様
プレゼント


