4月で 5 年目！まだまだ 広がる「みなトクモン」

みんなトク（得）する、作り手のトク（徳・思い）が詰まっ
た港区にしかないトク（特）別な「みなトクモン」
！

新しいみなトクモン続々登場！

インタビュー集

「みなトクモン」
に賭ける熱い想い。

「港区の魅力を伝えるため、新しい名物を作ろう！」と、平成25年にスタートした『みな
トクモンプロジェクト』。現在43商品の『みなトクモン』が誕生しています。今回は認定
された方々に、
「みなトクモン」
への想いや誕生秘話などを熱く語っていただきました。

天保山・夕凪しぐれ
「夕凪しぐれ」は、昭和40年に父が夕凪で創
業したことにちなみ、地元の銘菓を作りた
いと思い、美しい言葉の響きとパラパラと
降る通り雨、時雨をイメージに考案した親
子二代で守り続けている味です。
「天保山」は現在、店のある築港にちなんで、
天保山という地名のついたお菓子を作りた
いと思ったことがきっかけです。父が修行し
ていたお店の「むら雲」というお菓子をもと
店主 西谷さん ご夫妻
に作りました。
「夕凪しぐれ」
「天保山」共に地
名がついていることから、近所の会社の方などにお土産として買っていただいてい
ます。地元のお客様が多いですが、みなトクモンに認定されてから、リーフレットを
見て来店される方も増えてきています。みなトクモンの産品は、現在築港の産品が
多いですが、区内の全地名のみなトクモンができればいいと思います。そうすれば、
地域の歴史を掘り起こし、魅力の再発見につながると思います。
私は港 区で 生まれ育ち、特にこのまちの人 が
好きです。まちの皆さんに育てて貰いました。
しかし、最 近は人口が減ってきており、先細り
が心配です。港区に人が増えるよう良いものを
つくっていかなければと思います。また、ここ
に来たらこの店があるということは大事なの
で、残さなければと思います。
天保山 14０円

夕凪しぐれ 14０円

【御菓子司 静月】

（港区築港1−14−12）☎06−6573−5949

私は港区で生まれ育ちましたが、この店を始めるま
では港区外の飲 食店に勤めており、自身が住む港
区へは寝に帰るだけの生活でした。そんな日々の中
で、港区が遠い存在になっていたかもしれません。
しかし、自分の店を持つならやはり港区で！という
思 いで 平 成２４年 に 八 幡 屋 で「 窯 焼 きピッツァ
Ciao」をオープンしました。
生活の拠点が港区になったことで、港区の魅力を改
めて実感し、多くの方に発信したい！という思いが
生まれてきました。

店主

山崎 史彦さん

そんな中、知人からみなトクモンプロジェクトを紹
介され、会議に参加するようになりました。そこで港区の地場産業である、あなご
加工業の方とも出会い、あなごを使ったイタリ
アンでみなトクモンを 作ろうと考 案したのが
「港町のあなごピッツア」と「港町の穴子パスタ
サンタマリア風」です。
今後、多くのみなトクモンが生まれ、最終的に
は 港 区に住む人 、働く人 、誰もが 取 組みに関
わっていける「港区者(みなとくもん)がつくるみ
なトクモン」として認知度が上がっていけば、さ
港町のあなごピッツァ
2500円

らに港区が盛り上がるのではないでしょうか。

【窯焼きピッツァ&イタリアン Ciao】
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港町の穴子パスタ
（港区八幡屋1−5−5）☎06−7172−1729
サンタマリア風1700円

桜カクテル

福咲バーム・桜通りロール

桜をイメージした、春らしい色合いのカクテルは、お
酒の苦手な方も楽しめるノンアルコール。口当たり
の良い、さっぱりとした味わいのカクテルで春を感じ
てみませんか。
（450円）

『福咲バーム』は、丁寧に重ねられた生地のように人の縁を
重ねて欲しいという願いが込められています。食べればみ
んな笑顔になって福が咲く、美味しいバームクーヘンです。
『桜通りロール』は春になると満開の桜の花が美しい「桜通
り」への想いが込められた一品です。ほんのりと桜味の生
地で桜ムースと桜葉、ぬれあずきをやさしく包んだロール
ケーキです。
（福咲バーム1,296円、桜通りロール1080円）

『みなトクモン』
とは、

港区の魅力を伝えるため港区の伝統、物語性、地域性などの
魅力をモチーフにしたオリジナルな産品を認定し、地域ブラ
ンドとして港区を広くPRしていこうとするものです。
※記事で紹介された商品はすべて税込価格です

みなトクモンプロジェクトＨＰ

パティシエールのひまわりかすていら
平成１７年から「フルージュの森工房」を弁天で運営
しており、様々なスイーツの商品開発と販売を行っ
ています。
「 やさしさ」をキーワードに、素材選びか
ら製品づくり、パッケージまでこだわり、素材を活
みなトクモンに認定された「パティシエールのひま
わりかすていら」は、みなトクモンのたまごの中で
も、明るく元気なイメージのある「ひまわり」をテー
マに考案しました。
港区のお土産として多くの皆様に愛され、ひまわり

代表

近藤 満名武さん

のように港区も元気に！という思いを込めました。
素材本来の優しい味と、しっとりモチモチの食感をお楽しみください。
みなトクモンプロジェクトは、行政を始めとして、各店舗のアイデア・協力で成り
立っている取組みです。このまちへの想いがある方々に取組みの輪が広がってい
けば、自然と港区が盛り上がっていくのではな
いでしょうか。
私も港区で育ち、今も住んでいますが交通の便
も良く、住むにも商売をするにも本当に良いま
ちです。地域の方々に支えられ、応援いただい

歌2番

【赤丸食堂】

（港区磯路２−６−３）☎06−６５７１−１２７５

お菓子のアトリエ アローザ
港区磯路3-25-7 ☎06-6573-2055
10:00〜19:00 月曜休

焼きたてのアナゴ

彼女とケンカした

めっちゃキレイ

食べてみて

泣かしてもた最悪や

彼女を連れて

めっちゃ旨い
味ならうなぎに
負けへん
おまけにめちゃ安い

※（サビ・振り付けあり）

そらトクやん
そらトクやっちゅうねん

※（サビくり返し・振り付けあり）
歌3番

仲直り
※大観覧車はまだみなトクモンでは

ないねんけれども
（サビくり返し・振り付けあり）

歌5番

お祭りぎょうさん

夏はヒマワリ

なんでってコレ

めちゃ楽しい
彼女の浴衣の

ええ街や

みなトクモン

撮り放題
※（サビくり返し・振り付けあり）

なんで
やねん♪

くるくる回って

春には桜

サービスショットも

そらトク
やっちゅう
ねん♪

そら
トクやん♪

大観覧車で

夏にも秋にも

なんでやねん

みなトクモンのPRソング、
「 そらトクやん みなトクモン」がねこ
じゃらし音楽事務所の協力で完成しました！みなトクモン認定店
の方などに踊っていただいた動画を区のFacebookで公開中！

※サビ振り付け部 分

歌4 番

天保山に夕陽が沈んで

タダやった

終戦の年である、昭和２０年に祖父が今の場所で食
堂を始め、私は三代目になります。焼野原に残ってい
た赤い丸の布を暖簾代わりに使っていたことから、
お客さんが「赤丸食堂」と呼び出したことが名前の由
来と聞いています。一昨年の平成２７年に創業７０周
年を迎えましたが、昔港区に住んでいて何十年ぶり
に来店された方、昔は親に連れられて、今は子を連れ
て来店される方、３世代でお越しいただく方など長
年地域の方に支えられてきました。
店主 四宮 務さん
このように長い間港区で営業をしてきましたが、積極
的に店の宣伝をすることはありませんでした。しか
し、創業７０周年を機に何か地域に貢献できないかと考えていたところにみなトクモ
ンプロジェクトの存在を知り、商品を考案しました。冬季限定の赤丸鍋「夕日」はトマ
トとキムチベースのピリ辛鍋で、赤いスープで港区の夕景をイメージしています。
「潮彩」は、たっぷりの野菜に、港区の海をイメージしたワカメ、みなトクモンのたま
ごであるひまわりの種が入ったこだわりの和風
天保山チキンカツ
だしの鍋です。
780円
他にも、山盛りのチキンカツを港区の名所であ
る天保山に見立てた「天保山チキンカツ」や、味
わいもどこか懐かしいオリジナルラベルの「赤
丸ラムネ」。様々な世代の方に楽しんでいただけ
冬期限定
赤丸鍋
るメニューで、これからも『港区の』赤丸食堂で
各980円
ありたいと思います。
みなと通りの赤丸
ラムネ150円
（1本）

歌１番

と感謝しています。今後は何か恩返しをできる

天保山チキンカツ・赤丸鍋・みなと通りの赤丸ラムネ

栞

港区夕凪1-17-2 ☎06-6571-4011
17:00〜23:00(L.O) 水曜休

（詞・曲：喜多陵介）
「そらトクやん みなトクモン」

二人で見たけど

【フルージュの森工房】

旬菜料理 ゆうなぎ庵

みなトクモンの歌ができました！プロモーション動画も完成！

ているからこそ、このまちで仕事が出来ている
ような取組みが出来ればと考えています。

パティシエールの
ひまわりかすていら 648円

中央体育館と大阪プールのイメージキャラクター「マ
イマイ」
「おさプー」が焼印された、バターの風味が豊
かなクッキー。商品名の「グリーンヒルズ」は八幡屋
公園内にある綺麗な夕陽が見えるスポットです。
お土産やおやつに最適です！（650円）

【販売場所】
大阪市中央体育館（田中3-1-40）☎06-6576-0800
大阪プール
（田中3-1-20）☎06-6571-2010
フルージュの森工房
（弁天3-18-9）☎06-6575-2277

かした体にも心にもやさしい味を目指しています。

（港区弁天3−18−9）☎06−6575−2277

港町のあなごピッツア・港町の穴子パスタ サンタマリア風

グリーンヒルズ八幡屋クッキー

みな
トク♪

なんでって
コレ♪

モン♪

素敵な夜景で
雰囲気高めて
プロポーズ
※（サビくり返し・振り付けあり）×２

みなトクモンリーフレット完成

協働まちづくり推進課（みなトクモン担当） 佐瀬 裕希

みなトクモン詰め合わせセット
みなトクモン認定商品を詰め合わせたセットを販売中です！
お土産や贈答品、記念品にいかがですか？
詰め合わせセット内容
・さくら坊やくんクッキー
・ひまわりクッキー
・桜通りバウム 又は 福咲バーム
・グリーンヒルズ八幡屋クッキー
・みなと通りの赤丸ラムネ
・天保山ビール 又は 大阪港ビール
・三晃ウスターソース 又は 三晃とんかつソース

新しいみなトクモンリーフレットが 完 成しまし
た！可愛い黄緑色が目印です。港区役所、ＪＲ弁
天町駅 、みなトクモンの 各店 舗などに設 置して
いますので是非手に取ってみてくださいね!

販売セット価格 3,024円
※詰め合わせ内容は、ご希望に応じることも可能です。
※箱・造花・包装紙はセット価格に含みます。※一週間前までに要予約。
問：お菓子のアトリエ

アローザ（磯路３-２５-７） ☎06 - 6573 -2055
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