
参加シェフ
はこちら！

イタリアーノ
アランチャ

河内長野市南花台1-31-1
0721-60-0365

＊3日前までに要予約（応相談）
map-D

料理教室&cafe
SPOON

河内長野市喜多町700-1
090-8230-3911

＊前日12時までに要予約  ランチ営業：水のみ
map-M

健康総合企業タニタ健康総合企業タニタ

第一回試食 第二回試食

タニタブランドチェック

タニタがしっかり試食して
　　　　　コンセプト・味をチェックレシピ考案

カロリーは500kcal前後

塩分控えめ約3g

野菜たっぷり！
1日に必要な量の約1/2以上

ランチ
販売中

＊提供期間：
　2017年2月15日～2018年3月末　
＊ランチタイムのみ

五感で楽しむ
ヘルシーランチ  　   ¥1,100
野菜たっぷりの美味しいランチ。
味覚と視覚をほっこり癒してみせます

仔牛グリーリアとポルチーニ
スープのプランツォ  　 ¥2,000
ちょっとリッチにポルチーニ茸
のスープも。でもカロリーは控えめで

塩分 2.1g　
野菜 185g

597
kcal

スリランカダイニング
アマヤ

河内長野市西之山町4-23-102
0721-53-5033

スリランカ アーユル
ヴェーダプレート    ¥1,500

＊2日前までに要予約
map-G

スリランカ伝統医学アーユル
ヴェーダを基に、美味しく華やかに仕上げました

ラッキーシェフラッキーシェフ

健美食彩処
柚乃香

河内長野市西代町3-10
0721-56-0020

陶板蒸し色菜御膳
　　　　　　　     ¥1,620

＊2日前までに要予約  ランチ営業：水・金・日他
map-F

味・視・嗅の3覚にもこだわり、仕上
げました。料理をお楽しみ頂ければ幸いです

竹村光弘シェフ竹村光弘シェフ

荒井 謙シェフ

グルメハウス
プシューケ

河内長野市楠町東1651-1
0721-53-6677

＊前日までに要予約
map-E

たっぷり野菜と鶏もも肉の
トマトソース       ¥2,160

お野菜たっぷりの、限定メニューで
心も体も癒してほしいです

中西克之シェフ中西克之シェフ

中国養生家庭料理
桃李

河内長野市南花台1-1-10
0721-55-2398

＊2日前までに要予約
map-I

李さんの薬食同源ランチ
　　　　　　　　　¥1,380
心を込めた創作料理です

李 博シェフ

SoNRisa caFE

河内長野市西之山町4-23 
アルトリーベビル103
0721-54-1889

採れたて旬野菜
ロールランチ　　 ¥1,080

＊毎月第3週のみ販売
map-H

タニタさん監修の元、安心素材で
食べるものから健康になれるランチです

山添陽子シェフ

タニタ監修

　　　　　　　　　　　　　が、飲食店のメニューを監修するプロジェクト。
健康を配慮した献立ルールのもと、10人のシェフがメニューづくりに大奮闘！

お店独自のメニューにタニタのヘルシーエッセンスが加わり、
この春、河内長野市内で提供をスタートします。

現在現在

tea room  ALICE

河内長野市向野町641
0721-21-5138

＊金土のみ  ２日前までに要予約
map-J

厚切りローストビーフの
たっぷりランチ  　  ¥1,350
健康にヘルシーはもちろんのこと！
外食したいと思うメニューを考えました！

橋本仁美シェフ

Bbcafe

河内長野市西之山町16-4
0721-56-6567

＊前日までに要予約（限定10食）
map-L

もりもり野菜とがっつり
ポークソテー　　    ¥1,180

ボリュームもあり味付けもしっかり
したものでカロリーオフを目指しました！

橋本直也シェフ橋本直也シェフ

とんかつダイニング
大地

河内長野市木戸西町３-1-10小阪ビル１-B
0721-56-0011

＊4名様以上は要予約

和膳  天使の海老フライ&国産上豚
ヘレかつの温野菜添え  　 ¥1,390
より安心・健康。美味しく栄養満点。
ヘルシーでご満足頂けるお料理をどうぞ

map-K

塩分 3g　野
菜 266g

509
kcal

塩分 2.4g　
野菜 225g

511
kcal

塩分 2g　野
菜 186g

578
kcal

塩分 2.8g　
野菜 220g

546
kcal

塩分 2.5g　
野菜 320g

512
kcal

塩分 3.1g　
野菜 261g

499
kcal

塩分 3g　野
菜 176g

506
kcal

塩分 2.5g  
野菜 211.5

g

498
kcal

塩分 1.8g　
野菜 351g

503
kcal

中塚隆士シェフ
岡本航太シェフ 07池辺直子シェフ池辺直子シェフ

花の文化園

高向神社　
木根館

170

奥河内くろまろの郷

文化園口

◀至
 和泉

フリー参加OK!
活動をのぞいてみよう

ニ
ュ
ー
ス

自転車の点検や正しい乗り方のレク
チャー付き。周辺オススメコースへGO!

運用スタートを記念して、イベン
トを開催。初心者歓迎、スポーツ
バイクに乗ってみたい方はぜひ
レンタサイクルでトライ。

集まれ！自転車に興味アリ
「春サイクリング-女子編-」

ラディッシュ・ベビーキャロット・ミニ大根など、カワイイ小さな野菜を
収穫します　　11：00～　  ¥500/１組＊1袋に詰め放題　
　 交流農園（花の文化園前駐車場内）　 なくなり次第終了　　 　 

農園部×交流農園を
リニュ!

5/5（金・祝）は収穫
体験へ

奥河内ビジターセンターを出発・到着地点とする「レンタ
サイクル」がスタート。オシャレかつスポーティーなクロ
スバイクは、パワフルな電動アシスト付きもあり、幼児乗
せタイプなどライナップも充実！　ぜひ家族やお友達と
気軽にサイクリングをたのしもう。奥河内の景色をみな
がら風をきると、まちの新たな魅力を発見できるよ。

菜園づくりを自主的にたのしむ農園部が、花の文化園の
前にある「交流農園」をリニューアル。この春より、いろ
んな農作物にトライしていく。植え付けから収穫までを
月イチの作業ですすめ、5/5（金・祝）は収穫体験イベント
を開催。春のお散歩がてら、親子やお友達とふらっと立
ち寄りもＯＫ！

10:00～　野菜の種まき（ラディッシュ・ベビーキャロット・ミニ大根など）

10:00～　間引き・畑のメンテナンス等

10:00～　小さな野菜の収穫体験　＊詳細は左記

10:00～　秋のイベントに向けたさつまいもやカボチャの植え付け

奥河内くろまろの郷

　 3/18（土）9:00集合～正午頃解散
　 ¥1,000　  5名程度（先着順）　 
　 奥河内ビジターセンター
　 自転車・ヘルメットレンタル可
（先着順）また持ち込み自転車（自
転車保険加入要）での参加可
　 3/6（月）9：00～市役所農林課へ
電話（0721-53-1111代）にて
申

定

定

3/12  日

4/9  日

5/5  金祝

6/4  日

▶

0721-56-9606
河内長野市高向1218-1
9:00～18:00 　kuromaro.com
3月中旬「asoview!」サイトに奥河内ページがオープン！　
レンタサイクルや体験ワークショップを24時間ご予約受付

　 9：00～17：00（返却）　 クロスバイク¥1,000／日
電動アシスト付きクロスバイク¥1,500／日
電動アシスト付き幼児乗せ自転車¥1,500／日
▶予約優先制　▶受付はビジターセンター、
ほか「asoview!」にて24時間受付可能（3月中旬～）

news
2

▲至 富田林

道の駅 登録予定！今春

女子自転車部  キックオフイベント開催！

部員募集中 月1回　10:00～12:00　参加無料　
参加希望の方は10：00にビジターセンター前に集合してください
　 市役所農林課へ　電話（0721-53-1111代）にて

奥河内の景色をみな
がら風をきる

「レンタサイクル」
が4月スタートnews
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問

タニタ監修メニューがやってきた！


