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平成 18 年 6 月発行 第 52 号
千葉市社会福祉協議会
地域福祉課地域係
ＴＥＬ（２０９）８８６９
ＦＡＸ（２０９）８８６６

梅雨入りのニュースが気になる今日この頃。
皆様いかがお過ごしでしょうか？
今月も先月に引き続き、生活習慣病シリーズ（食事編）をご紹介します！

生活環境が衛生的かつ快適になった昨今“食中毒なんて自分とは関係ない話”なんて思ってはい
ませんか？でも食中毒は何も食品メーカーや飲食店等によるものばかりではありません。
実際には、家庭でも多く発生しているのです。これから食中毒多発期間を迎えるに当たり、
十分に注意して予防しましょう。
食中毒を防ぐための「食中毒予防三原則」
１．食中毒の原因菌を「つけない」
菌が食品についていなければ食中毒は発生しません。
・食材や手指、調理器具をよく洗う。
・フタ付きの容器の使用や、ラップで包む。
２．食中毒の原因菌を「増やさない」
（１）菌がついてしまっても、繁殖しなければ食中毒にはなりません。
原因菌は１０℃以下の温度では繁殖しにくくなります。
・調理したものは、なるべく早く食べる。
・食品は冷蔵庫や冷凍庫に保存する。
（２）冷蔵庫や冷凍庫で食中毒の原因菌が死滅する訳ではありません。
冷蔵庫の過信は禁物です。
３．食中毒の原因菌を「やっつける」
（１）ほとんどの菌は熱に弱く加熱することで死滅します。
・７５℃、１分間以上加熱する。
・食品の中まで火が通るようにする。
・調理器具は熱湯消毒や漂白剤に浸ける。
（２）加熱が不十分なために食中毒が起こることもあります。
食品の中心まで完全に火を通しましょう。
（３）食中毒予防のために手を洗いましょう。
いろいろなものを触る手指には様々な細菌が付いています。
次のような時は手を洗いましょう。
・調理を始める前。
・生の肉や魚、卵などを触ったとき。
・調理の途中でトイレに行った後、鼻をかんだ後や、動物に触った後。
・食事の前。
・残った食事を扱う前。
・外出から帰った時。
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中央区 都地区部会
平成 18 年 5 月 8 日（月）訪問
・ 行事実施型／会食
・ 都町東自治会館
・ ３７食
・ 調理 12 名

☆ 弁当箱は使用前、アルコールで拭き使用しています。
☆ 生野菜は、次亜塩素酸ナトリウムで消毒・盛り付けは手袋を必ず使用し衛生面には全員で
気をつけています。
☆ 端午の節句にちなんでかぶとの折り紙付きお弁当でした。
☆ 当日は、社協より中央区石毛、地域係長鈴木、管理栄養士長瀨・川原が参加しました。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

献
立
ご飯
たけのこ御飯
汁物
清まし汁(三つ葉・卵)
揚げ物
じゃがいものコロッケ
煮物
めかじきの中華炒め
和え物
わかめ・胡瓜の酢の物
香の物
かぶと塩昆布の浅漬け
デザート いちご
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万が一の要として検食保存用
食品の計量中！
５０ｇある事を確認しています。
食品に触れるときは
下調理の段階から使い捨て
手袋着用で衛生的！

2

中央区 西千葉地区部会（108 地区）
平成 18 年 5 月 18 日（木）訪問
・定期実施型／配食
・ 黒砂公民館
・１１３食
・ 調理 19 名

☆ 器具類は使用前・使用後にきちんと消毒が実施されていました。
☆ 加熱調理後、食品の中心温度を速やかに下げる工夫がなされ、粗熱がとれた後、盛り付け
作業をしています。
☆ 西千葉地区部会では、毎月第二木曜日（302 地区）は配食・会食を実施、第三木曜日（108
地区）は配食を実施しています。
☆ 当日は、社協より中央区石毛、地域係長鈴木、管理栄養士長瀨・川原が参加しました。

①
②
③
④
⑤
⑥
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献
立
ご飯
あさり入りご飯
煮物
鰹と筍、蕗の梅味噌煮
揚げ物
海老天婦羅
グリーンアスパラのかき揚げ
サラダ
マカロニナポリタン
和え物
春キャベツと新じゃが芋の
オイスターソース和え
デザート 生菓子

5
3
2
4

加熱調理後、冷水に浸けて
中心温度をさげています。

実施毎に、献立・絵手紙・参加者
等を日記風に保存し、記録ノート
を作成しています。
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生活習慣病シリーズ
☆高血圧の予防☆
高血圧の予防は生活習慣を見直すことからです。

高血圧予防のためのポイント
①血圧を測る
高血圧はほとんど自覚症状がないため、日頃の血圧を知っ
ておくことが予防の第一歩
②塩分摂取を控え、太らないように気を付ける
食塩は血圧を上げる大きな要素。１日１０ｇ以下を目標に。
肥満者には高血圧が多く、減量により血圧は低下する。
③運動習慣を身につける
継続して運動を行うことで血圧が下がる。ウォーキング、
ジョギング、水泳、サイクリング などの、いわゆる有酸
素運動が好ましい。
④酒・タバコは控えめに
飲酒、喫煙は血圧を上げる誘因。特に一緒にすると大きな
影響！お酒は少量を楽しみ、飲み過ぎないことが大切。
（１
日の目安量はビール：中瓶１本 日本酒：１合）タバコは
禁煙がベスト。
⑤ストレス解消
精神ストレスは長くためない。運動はストレス解消にもな
る。
⑥規則正しい生活
３度の食事を規則正しく取り、十分な睡眠時間を確保する。
☆高血圧を防ぐ食事☆

現在の日本人の塩分摂取量は、１日平均１１〜１２ｇくらいです。目標値は１日１０ｇ未満
で高血圧の人は７ｇ以下です。

・・・・・塩分を減らす方法・・・・・
１．薄味に慣れる
調味料の味になるべく頼らず、素材の味を大切に！
２．漬物・汁物の量に気を付ける
・漬物は浅漬けか、塩出ししたもので。
・汁物は野菜などの具を多くし、汁を少なくする。
・麺類を食べる時、汁は残す。
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３．効果的に塩味を
・塩は表面にさっと振りかけると少なくても塩分を感じることができる。
・献立にはいろいろな味付けを利用して。
４．
「かけて食べる」より「付けて食べる」
・醤油やソースなどは、かけて食べるより、つけて食べた方が塩分の摂取量が少なくて
すむ。
５．酸味を上手に使いましょう
・柑橘類や酢を上手に使い、献立の味付けに変化をつけると、塩分を減らすことが
できる。
６．香辛料をふんだんに
・香辛料は塩分調節に利用しやすい。
７．香りを利用して
・香りのある野菜・海苔・かつお節・ゴマなどで、薄味のメニューに変化をつける。
８．練り製品・加工品には気を付けて
・POINT２で記すようなものは、食べる量に気を付けて！
９．食べ過ぎないように
・薄味の料理も食べ過ぎれば塩分量が多くなるので、食べ過ぎには気を付けましょう。
・減塩醤油、減塩味噌も使う量が多ければ塩分も増えるので、使いすぎは要注意！

食塩は調味料からだけではなく食物の中からも、体内に取り込まれます。特に加工食品や
塩辛、漬物、干物、麺類のスープ類などには塩分が多く含まれていう。
●加工食品に含まれる塩分
・焼き竹輪
・しらす干し

１本（１００ｇ）
・・・・・・・約 2.4ｇ
大さじ１（１０ｇ）
・・・・・約 0.6ｇ

・プロセスチーズ

１切れ（２０ｇ）
・・・・約 0.6ｇ

・焼き豚

１切れ（２５ｇ）
・・・・・・・・約 0.6ｇ

・梅干し

１個（１０ｇ）
・・・・・・・・・約 2ｇ

・バター

大さじ１（１３ｇ）
・・・・・・・約 0.2ｇ
１枚（２０ｇ）
・・・・・・・・・・約 0.6ｇ

・ハム
・食パン

１枚（６０ｇ）
・・・・・・・・・約 0.8ｇ
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●外食（１人分）に含まれる塩分量

・蕎麦、うどん・・・・・・・・・・約 6ｇ

・ざるそば・・・・・・・・・・・・約 3g

・ラーメン・・・・・・・・・・・・約４g

・カツ丼・・・・・・・・・・・・・約 4.5ｇ

・握り寿司・・・・・・・・・・・・約 4ｇ

・豚肉の生姜焼き・・・・・・・・・約 3ｇ

・だしの素１袋（6~10ｇ）
・・・・・約 2~3ｇ

塩分１０ｇというとかなりあるように思われがちです。実際に使う時も、
ひとつまみ入れるだけですが、前述したように、食パンや寿司に含まれる
塩分や、加工食品や調理済み食品などには、意外と塩分が含まれていること
を忘れずに！

カリウムには血圧を下げる働きがあります。食塩のうちで血圧を上げる働きをするのは
ナトリウムですが、カリウムはこのナトリウムを体外に排出させる働きがあります。
カリウムを多く含む食品としては果物・野菜・海藻などがあります。水に溶けやすいので
生のまま、あるいは炒めて食べると損失が少なくなります。ただし、果物は糖分による、
太り過ぎに注意する必要があるので、摂り過ぎないようにしましょう。
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〜・〜・塩分控えめ・さっぱりメニューでこれからの季節にオススメメニュー〜・〜・

アジの南蛮漬け
材料（４人分）
アジ・・・・・・４尾
酢・・・・・・・１２０cc
小麦粉・・・・・適量
醤油・・・・・・大さじ２
揚げ油・・・・・適量
みりん・・・・・大さじ２
玉葱・・・・・・１個
砂糖・・・・・・大さじ１
生姜・・・・・・少々
ﾚﾓﾝｽﾗｲｽ・・・・ 少々
鷹の爪・・・・・２本
作り方
①アジは身の両側にあるゼイゴを、尾から頭へ包丁を入れそぎ取る。
②腹の方に切り目を入れて内臓とエラを取り除き、洗う。
③玉ネギはスライスし流水にさらす。生姜は針生姜にし、鷹の爪は輪切りにする。
④鍋に調味料・③の野菜・お好みでレモンを入れ火にかけ、煮たってきたら火を止める。
⑤②のアジの水気を拭き、小麦粉をまぶし、１６０℃の油でじっくり揚げる。
（ビニール袋を
利用すると、手を汚さず素早くできる。
）
⑥⑤が揚がったら素早く④の南蛮酢に漬ける。
（ジューと音がする位が味が馴染みやすい。）

・−・−編集後記・−・―
〜ひとことり〜

キクラゲを上手に料理しよう！
キクラゲをよく見ると、人間の耳のよう
な形をしています。そして一見「木」に
も見えることから「木耳」と書くキノコ
類になります。キクラゲの特徴は、なん
といっても食物繊維が豊富です。食物繊
維はコレステロールを低下させて、血液
をサラサラにしてくれます。なので、高
血圧や動脈硬化、婦人病でお悩みの方は、
血の滞りをとってくれるので、積極的に
摂りたい食材です。
乾燥したキクラゲは、調理する時にお湯
で戻してから使いますが、量が１０倍に
増えるので、戻しすぎに気を付けて！
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ジメジメした季節に突入しようとし
ています。毎年のことですが、この
時期はなんとなくイヤですね。いろ
いろな工夫をして、なんとか梅雨の
時期を乗り越えていきたいと思いま
す。
また、ご意見・ご感想などありまし
たら地域係までお寄せください。
ｱﾄﾞﾚｽ

kawahara-h@chiba-shakyo.com
nagase-t@chiba-shakyo.com

（文責

川原・長瀨）
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