厚田在住の大学生によるフリーマガジン

厚田を巡

る。厚田

vol.1

を知る。

道の駅でこだわりのジェラートを

ジェラート リコリコ

思い出す︑おふくろの味︒
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手に取っていただいた方々に感謝を込めて、

お問い合わせ、感想はこちらへ

製作：石狩市厚田区地域おこし協力隊

 ࡠ

Ν




ATSUTATOUR

͚ͦ͠Ζ

とは

厚田を巡るあなたのための地図



厚田を活性化させるために日々活動している
「厚田区地域おこし協力隊」。その 1 員である「りょう」が、
活動をしていく中で見つけた厚田の人・食・景色などの魅力を
お届けするため毎月発行しています。
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P3. 毎月更新 ATSUTAMAP
P5.Gelato LicoLico
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P7. カントリーキッチン・アン
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P9. きょうのあつた！
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連絡先

飯塚
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090‑8497‑8212

毎月更新！

ATSUTATOUR へようこそ！

atsuta

厚田十字街

このマップは、毎月店舗が紹介されるたびに
情報が増えていきます！

厚田港
朝市

最初は少ないかもしれないけれど、
この MAP をみなさんと一緒に
作っていけたら嬉しいです◎
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お食事処 前浜
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道の駅石狩
「あいろーど厚田」

カントリーキッチン・アン
取材 :vol.1
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嶺泊展望パーキング
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恋人の聖地
P10

紹介店舗

既出店舗

厚田で過ごす 休日
雪も解けて、これからが厚田のお出かけ日和。「でも厚田って、どんなお店があるの？」
そんなあなたのために、厚田の素敵なお店を毎月ご紹介していきます◎

厚田唯一のジェラート店
厚田唯一のジェラート店！
道の駅石狩﹁あいろーど厚田﹂
開業と一緒に始めた小さなジェ
ラート屋さん﹁ジェラートリコ
リコ﹂︒厚田には美味しいご飯
屋さんやおしゃれなカ フェは
たくさんあるけれど︑スイーツ
専門のお店はここだけ！食後に
もおやつにも楽しめるので︑ド

ぴったりです◎

ライブやツーリングの休憩に

リコリコの社長さんと
お話ししてみた！
厚田の好きな所は？
厚田の人たちはみんな気さ

れているのが嬉しい！以前
アーモンド味を出した時は︑
予想外の住民人気に期間限定
だったのが伸びました︵笑︶
次のフレーバーを教えて！
お客様からのリクエストが
多かったホワイトチョコミ
ン ト︑ジェラートの中でも人
気が高いピスタチオ︑夏に向
けてチョコレートソルベなど
をだす予定です！

素材にこだわりあり
ショーケースに並んだ色
鮮やかなジェラートたち︒
毎月変わるフレーバーは︑
見た目だけじゃなく素材に
もこだわってます◎
石狩市浜益区にある﹁木
村果樹園﹂の百年リンゴを
使ったソルベや厚田産﹁す
ずあかね﹂を使ったイチゴ
ミルクなど︑全ての味に魅
力が詰まっています！

公式 SNS では
当日のフレーバーや
新しいフレーバーの
情報を発信中！

く！特に︑カントリーキッチ
ンアン︵ ７︶では地元の
雰囲気や食材の話を教えてい
ただいたりもしたり …
︒今は
仕事をしに来ているというよ
りは︑アンの料理を食べに来
ているような感覚︵笑︶それ
くらい厚田のご飯を楽しみに
来ています◎
お店をやっていて嬉しかっ
たことは？
観光客はもちろん厚田の人
たちがジェラートを買ってく

Ｐ

LicoLico のイメージカラー◎
桃とローズヒップ（はまなすの実）でできたはまなすソ
ルベと、厚田をイメージしたカルピス味の厚田ブルーは
相性抜群。見た目も味も、二度楽しめちゃう！

道の駅石狩「あいろーど厚田」２階
10:30〜16:00（時期によって変動あり）
冬季期間（11 月〜３月）は休業
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いつでも笑顔になれる場所。
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（冬季期間は休業）

地域の人々の憩いの場

北海道石狩市厚田区厚田24‐1
Tel:0133‐78‐2377
11：
００〜15：00
定休日
：月曜

厚田の

毎日変わるメニュー表。

メニューが展開されて
いるのだ︒僕がオスス
メするのは﹁おまかせ
ランチ﹂︒厚田の妹尾
豆腐︑野菜や海鮮を一
度に楽しめるだけでな
く︑ボリュームが非常
に多いので大満足の一
品となっている︒

取材の交渉のためにア
ンにきてみると︑そこに
は近所に住むヒデちゃん
ミヨちゃん︑そしてジェ
ラート屋のヨシミちゃん
が座っていた︒アンのい
つものメンバーだ︒ジェ
ラートの新作が美味しい
というお話︑好きな演歌
歌手がラジオ出演した話
など︑どんどん話が切り
替わっていき尽きない︒
この雰囲気の中心にい
るのが︑オーナーの津川
禎祥さん淳子さん夫妻︒
時にはボケ︑時にはツッ
コミとして豊かな表情で
僕たちの話をさらに盛り
上げる︒この前︑知人が
アンに元気をもらいにき
たと言っていたがすごく
腑に落ちた︒ここは厚田
にとって定期的に集いた
くなる憩いの場なのだ︒

カントリーキッチン・アン

カントリー風にこだわった店内
厚田の道の駅から
ほど近く︑厚田十字
街と呼ばれる通りの
入り口に﹁カントリー
キッチン・アン﹂は
ある︒白と茶色をベー
スにしたカントリー
風の店内は︑﹁こんな
に可愛いお店あった
んだ！﹂とお客さん
からも大好評︒
アンの良さはこれ
だけではない︒地産
地消にこだわってお
り︑日替わりで厚田
の旬の食材を使った
４人で頼むと机が埋まるほどの大ボリューム。

厚田十字街の入り口にあるお店「カントリーキッチン・アン」
地産地消にこだわったボリューム満点の食事とユーモア満点
の店主の人柄で地域に愛されるお店を取材しました。

shot!

厚田の様子をまだまだお届け！

きょうのあつた！

この 3 枚は厚田十字街周辺で撮れた写真です！
今年は戸田墓園が閉館していたので満開の桜を見ることは

１

２

３

できませんでしたが、身近なところでも春を感じることができました！

４

厚田といえばやっぱり夕日！オロロンラインから見えるオーシャンビュー
に感動した人も多いのではないでしょうか◎あまりの綺麗さに、よそ見
しないように気をつけて運転しなきゃ、ですね。笑

６

1. 2. 3 道の駅石狩「あいろーど厚田」
4. 5. 6 カントリーキッチン・アン

５

1. 厚田の海とジェラートは相性バツグン！並べるとインスタ映えも狙える◎2. 夕暮れの道の駅、青と赤がま
ざりあってステキ。3. 天気のいい日はサイクリングの方もたくさん訪れます。4. アンの内装は毎年少しずつ

2020 年 5 月発行

変化していくのも楽しみ！ 5. 取材時に頼んだのはぷりぷりホタテ丼。野菜の彩りもいい感じ！ 6. 目印の看
板！十字街を通るときは見逃さないように…。

