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今年も残すところあとわずかですね。今年やり残したことは、早くも来年の目標に
置き換えてしまった私ですが、皆さんはいかがですか？でも、今年中にまだ頑張って
おきたいのは、大掃除！今月は、台所掃除に使える洗剤を特集します。
台所の衛生管理は、家族の健康管理にもつながります。便利な洗剤を
適正に使ってピカピカの台所で気持ちよく新年を迎えましょう。
特集します。風邪をひかずに、よい新年をお迎え下さい。

稲毛区

訪 問 日：平成２８年１１月５日（土）
会
場：稲毛公民館
実施方法：行事実施型・会食方式
～献立表～
①カレー&サフランライス
②生野菜サラダ
③筑前煮
④コンソメスープ
⑤杏仁豆腐
⑥果物（みかん、バナナ）

稲毛地区部会では、25 名ほどの利用者さん
を招いて、年２回ふれあい食事会を開催しています。お食事には、人一倍の思いを込めて、事
前に熱心に研究を重ねています。今回のメニューはカレーライス！３つのカレールーをブレ
ンドし、隠し味にはりんごやにんにく、生姜を効かせてありました。ご飯は
本物のサフラン色素を使ったサフランライスをカフェ風に盛り付け、「わ～
素敵ね」と声の上がる仕上がりでした。他のメニューも利用者さんに“食べ
やすく“を心がけ、筑前煮の具は小さ目カット、汁気は残すが具材は軟らか
くなるまでよく煮る、など細かい気配りで作られていました。
今回初めて使用したという生野菜は、安全に食べていただくための
手間を惜しまず、彩りも吟味して盛り付けられました。赤と黄と緑の
コントラストが鮮やかで、生野菜の新鮮さが際立っていました。手作
りで作られたドレッシングが美味しくて、家でも作りたい！と思い
ました。デザートの杏仁豆腐には、高杯の可愛いカップを使い、演出
にも凝ったお食事でした。
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会話が弾んで賑やかな会場も、食事が運ばれてくると、
目はそちらにくぎ付けに。温かく召し上がっていただこう
と、開会の挨拶もそこそこに「いただきます！」。ボランテ
ィアさんによる献立のこだわりポイントが説明され、一品
一品じっくり味わって召し上がっていました。たくさん作
ってみんなで食べるカレー、とっても美味しかったです！
毎回、グルメなランチが提供されるお食事会。次回からは
お食事会場にお洒落な名前がつきそうな予感？！次回のお食事会も楽しみですね♪

『手作りドレッシング』
家庭にある調味料で簡単にできる美味しいドレッシング！
『やさしいお酢』を使うことでやわらかい酸味で食べやすい！
〈材料〉 ２0 人分
・サラダ油
200cc
〈作り方〉
・やさしいお酢 110cc
①分量の調味料を全て合わせ、よく混ぜる。
・砂糖
30ｇ
②味をみて、お好みで塩をプラスする。
・こしょう
少々
③お好みの野菜にかけて。
・（お好みの野菜）人数分

中央区

訪 問 日：平成２８年１１月１５日（火）
調理会場：椿森公民館
実施方法：行事実施型・会食方式

東千葉地区部会では、料理好き仲間のグループ「マロニエ会」のメンバーがお弁当作りを
担当しています。「この間より浸け時間短くね」「前回より砂糖減らして
みたわ」など、事前に行った試作会の反省点をしっかり活かし、とても
気を使ったお弁当作りをされていました。
豚肉の生姜焼きの甘味は、肉を柔らかくしてくれるマーマレードを使い
利用者さんにも「お肉柔らかいわね」と好評でした。また、ミニトマトは
生のままではなく、肉を焼いた後のフライパンでソテー
をしてから添えてあり、味が濃厚で美味しかったです。
皮と一緒に煮こまれた紅玉りんごのデザート。ほんのり
淡いピンク色に染まったコンポートに、青レモン
を添えるというアイディアがとても素敵でした。
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仕上がったお弁当は、会食会場となる東千葉住宅集会所に運ばれ、
また別のメンバーが汁物を作って利用者さんを笑顔で待っていまし
た。男性の利用者さんも多く、今回は 33 名中 13 名と 1/3 以上を
占め、最近増えてきているそうです。
お弁当を食べた後は、音楽の時間♪サロンでもお世話
になっている先生に、歌を歌っていただき、みんなでも
合唱しました。サロンで習い始めたミュージックベルも即興で合わせたりして、
クリスマス感も味わえる素敵な音楽会と
なりました。ふれあい食事会
だけでなく、他のサロンに
参加されている方も多く、
いろんな趣味を持って地域の
仲間と楽しんでいる輪が感じ
られる食事会でした。

花見川区

訪 問 日：平成２８年１１月２１日（月）
調理会場： 幕張本郷公民館
実施方法：行事実施型・会食方式

～献立表～
①中華おこわ
②とり天
③おからサラダ
④ニシンの昆布巻き
⑤にんじんとひじきの明太子炒め
⑥鶏団子のスープ
⑦スイートポテトパイ

幕張本郷中学校区地区部会は、今シーズン３回のふれあい食事会を開催しました。毎回
少しずつメニューを変えて実施したそうですが、その一回に伺ってきました。
献立は、ボリュームたっぷりだけどヘルシーな構成。ひじきやおからといった定番食材
を使いつつも、仕上がった献立は珍しいものでした。ひじきは、
人参と炒めて明太子味に、おからは煮るのではなく、胡瓜や玉ねぎ、
コーンを和えてサラダとしていただきました。味付けは低カロリー
マヨネーズを使い、さっぱりした酸味に。パサパサすぎず、べちゃ
べちゃしすぎない、おからのしっとり加減がポイントだそうです。
お楽しみのデザートは、スイートポテトパイ。
潰したさつま芋をあんこやレーズンと一緒に市販
のパイ生地で包んで焼いてあり、ボリューム満点
でした。新しい料理の数々に、作っているボラン
ティアさんも、「料理の勉強になるわ」と味見を楽
しみながら作られていました。
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出来上がったお弁当は、ふれあい食事サービスのお弁当を食べるのは今回
が初めてという会場へ届けられました。会場で
温められたあつあつ鶏団子スープとお弁当を、
レシピをみながらじっくり味わい、「作ってもら
うお食事は本当に美味しいわね」
と、とても嬉しそうでした。
食後は、思い思いの曲をカラオケで楽しん
で、お腹も心も満腹になったのではないで
しょうか。(*^_^*)

花見川区

訪 問 日：平成２８年１１月２２日（火）
会
場：畑コミュニティーセンター
実施方法：行事実施型・会食方式
～献立表～
①太巻き寿司（バラ、椿、梅）
②とんかつ

付)レタス、ﾐﾆﾄﾏﾄ

③ほうれん草のごま和え
④キャベツの塩昆布和え
⑤りんご
⑥みかん牛乳寒
⑦具だくさん味噌汁

畑地区部会では、年に２回、千葉の郷土料理である太巻き寿司をメインにしたお弁当で
ふれあい食事会を開催しています。太巻き寿司は、田舎料理研究会の皆様が、この日のた
めに早朝から準備をして巻かれています。年に数回も巻く機会はなく
なって、、、と言いつつも、少しやれ
ば思い出すそうで、迷う事なく具材
を配置して巻きあげる姿は、恰好
いい！の一言。色鮮やかな太巻きの
周りは、柔らか豚かつやほうれん草
のごま和え、牛乳寒天やうさぎの
りんごなど、ちょっと懐かしくて美味しいおかずが脇を固めていて、
嬉しくなってしまうお弁当でした。具だく
さんのアツアツ味噌汁も寒い季節には欠か
せないメニューになってきましたね。
食後は席を移動しながら皆さん自由に会話を楽しみ、気が
付けば 11 時から始まった食事会もあっという間に 13 時！
美味しいお食事と楽しいおしゃべりで笑顔になるのは、
欠かせない健康法ですね。
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花見川区

訪 問 日：平成２８年１１月２９日（火）
会
場：長作公民館
実施方法：行事実施型・会食方式
～献立表～
①ご飯
②里芋ときのこのグラタン
③魚のチリソース風
④ほうれん草のナムル
⑤香物（蕪の千枚漬）
⑥はんぺんと菊花のお吸い物
⑦あずきのケーキ

天戸中学校区地区部会のふれあい食事会に伺ってきました。テーブルセッティングをは
じめ、食器で出されるお食事は、
「遠くのレストランに行くより近くて美味しくて楽しくて
いいわ～」と利用者さんに大人気。参加受付開始日には、時間前から電話の前で待機して、
時間と同時に申し込みをしているそうです。
今回のメニューは、里芋のミルク煮を潰したものをホワイトクリームに
みたてた里芋グラタン。具はきのこ類とハムでヘルシーな仕上がりです。
里芋ならではのねっとり感の強いソースは、ホワイトソースとは違う食感
で食べごたえがあり、とても美味しかったです。１０月の調理研修で作っ
た魚のチリソース風やほうれん草のナムルも献立に盛り込んでくださいました。
デザートには、あんこの甘さがふんわりと広がる
あずきのケーキ。しっとりした仕上がりで、ベーキ
ングパウダーは使っていないとのことでしたが、
柔らかくて美味しかったです！
お食事がセットされると、早くから集まっていた
利用者さんがぞくぞくと入場し、一気に賑やかな会場
へ。華やかな着物で参加されている方もいて、毎回と
ても楽しみに参加しているの、とのことでした。でも、
キャンセル待ちで参加できない方も多いので、今回か
らは初めての方を優先に受付けさせて頂いたとか。
主催されるボランティアさんも、少しでも多くの方に
楽しんでいただきたいと、リピーターさんにご理解を
頂きながら、工夫されていることが分かりました。
お食事はもちろん、飾ら
れた折り紙やお花を手に
とって味わい、手作りの
プレゼントを手に笑顔で
お帰りになりました。また次回も
参加できるといいですね。 5

台所の２大汚れ
酸性洗剤が
効く！

１油汚れ
酸性の汚れ

アルカリ性洗剤が
効く！

最近話題の人気者

①重曹

②セスキ炭酸ソーダ

・弱いアルカリ性
・水に非常に溶けやすい

・ごく弱いアルカリ性
・水にやや溶けにくい
（使い方）
パターン１（弱）
スプレーボトルに重曹液（水 200ml
に小さじ１）を作り、汚れに吹きかける。
→水拭き→乾拭き

（使い方）
パターン１（弱）
セスキ炭酸ソーダ液（水 500ml に
小さじ１）を作り、汚れに吹きかける。
→水拭き→乾拭き

パターン２（強）
重曹と水を２：１の割合混ぜペースト
状にし、汚れに塗る。→歯ブラシでこす
る。→水拭き→乾拭き

パターン２（強）
セスキ炭酸ソーダと水を１：１の割
合で混ぜペースト状に伸ばし、汚れに
塗りしばらくおく。→布やアクリルタ
ワシでこする。→水拭き→乾拭き。
向いているのはこんなところ！
・ガスコンロや換気扇などの油の多い場
所に◎
・キッチンの油汚れでヌメリのある所◎
・ドアノブや電気スイッチなど、手垢の
付きやすい場所に◎
・洗濯にも◎
溶液やペーストの濃度を用途によって
変え、手ごわい汚れもピカピカにしてし
まいましょう！

向いているのはこんなところ！
・研磨力があるため、お鍋の焦げ付き、
コンロの焦げを落とす時や、クレンザー
代わりとして◎
・消臭効果があるので、シンクの排水溝
やごみ受けにふきかけても◎
・下駄箱の拭き掃除にも◎
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お酢

クエン酸

砂糖の入っていない
穀物酢をチョイス！

ドラッグストア
で買える。

（使い方）
パターン１（弱）
お酢の場合は 2 倍希釈、クエン酸(顆粒)は水 200ml に
小さじ１を入れて溶液を作る。→水垢箇所をキッチンペーパーで覆い、
溶液を吹きかけ、乾燥しないようラップで覆って 1 時間ほど置く。
→歯ブラシでこする。→中性洗剤で洗い流す。→水気をしっかり拭き取る。
パターン２（強）
クエン酸を少量ずつ水を加えてペースト状にし、水垢汚れに塗布。→上からペーパー
を被せて 1 時間ほど放置する。→歯ブラシやスポンジでこする。→中性洗剤で洗い流し、
水気をしっかり拭き取る。
向いているのはこんなところ！
・シンクやお風呂場の水垢取り、石鹸カスに◎

・トイレ掃除に◎

調理前、食事の前は手洗い洗剤をつけて洗いを！
水洗いと、石鹸を使っての手洗いは、菌の落ち方が大きく違います。
殺菌・消毒効果のある手洗い石鹸、液体石鹸が多く出回っています。これを使って、
家に帰ったら、調理前や食事の前には、30 秒以上の手洗いを心がけましょう。

ノロウイルスに有効なのは次亜塩素酸ナトリウム！
今年は早くからノロウイルスが大流行しています。家での予防法は、手洗いと食材の
充分な加熱、そして必要に応じた消毒です。ノロウイルスに有効な消毒液は、次亜塩素
酸ナトリウムで、家庭用に市販されている塩素系漂白剤に含まれています。下痢や嘔吐
をしてしまった場合には５0～２５０倍希釈液でしっかり消毒を行いましょう。
次亜塩素酸ナトリウムの原液は、たんぱく質を溶かしとても危険。
必ず薄めて使い、素手で触れない様に注意しましょう。

鶏肉・豚肉の充分な加熱、二枚貝の充分な加熱！
しっかりと加熱をすることで殺せる菌やウイルスはたくさんあります。
新鮮なお刺身はよく噛んで、それ以外の動物性食品は充分に加熱して
から食べましょう。
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天戸中学校区地区部会より

『あずきのケーキ』
あずきの風味が広がるしっとりケーキ。
ベーキングパウダーを使っていないのに、軽い口当たりです。
〈材料〉 22×9×6cm 型 〈作り方〉
・無塩バター 130ｇ
①バターは室温に戻してやわらかくし、粒あん、砂糖を
・粒あん
130ｇ
加え泡だて器て混ぜ合わせる。
・砂糖
70ｇ
②①に溶いた卵を数回に分けて混ぜ入れる。
・卵
2個
③②に小麦粉を振るい入れゴムべらで切るように混ぜる。
・小麦粉
40ｇ
④クッキングペーパーを敷いた型に③を流し入れる。
・粉砂糖
適宜
⑤170℃のオーブンで 40～50 分焼く。
⑥型からはずして冷まし、冷めたら粉砂糖を振る。
幕張本郷中学校区地区部会より

『おからサラダ』
カロリーハーフのマヨネーズで作ればさっぱり低カロリーサラダに！
〈材料〉 10 人分
〈作り方〉
・おから
400ｇ
①おからは、耐熱容器に入れ
・竹輪
2本
電子レンジで 2 分加熱し冷ます。
・きゅうり 100ｇ
②竹輪は 1cm 角にカットし、炒める。
・食塩
適宜
きゅうりは小口切りにして塩をふっておき、
・人参
100g
しんなりしたら水気を絞る。
・玉葱
120g
人参は千切りにし、熱湯でサッと茹でる。
・コーン
50g
玉葱は薄切りにし、塩をふっておき水気を絞る。
・酢
大さじ 2・1/2
コーンは水気をよく切っておく。
A ・マヨネーズ 大さじ 5～８ ③①に、全ての具材を加え、A の調味料も加えて
・塩こしょう 少々
よく混ぜ合わせる。

『にんじんとひじきの明太子炒め』
簡単で栄養満点です。
〈材料〉 10 人分
・芽ひじき（乾燥）80ｇ
・人参
200ｇ
・明太子
1腹
・ゴマ油 大さじ１ ・酒 大さじ２ ・醤油 小さじ４
〈作り方〉
①ひじきは、たっぷりの水で 20 分ほど浸して戻し、
ザルに上げてサッと洗い、水気を切る。
②人参は千切りにする。明太子は中身をこそげ取る。
③フライパンにゴマ油を入れて熱し、人参をしんな
りするまで炒める。ひじきを加えてさっと炒め
たら、明太子、酒、しょうゆを加えて炒め
合わせる。
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編集後記
台所は、
汚れだけでなく、使ってい
ない食材も使い切ってスッキリさ
せたいと、引き出しをゴソゴソ。今
年の切り餅がまだあって、真っ白で
綺麗なままの切り餅に恐怖を感じま
した。なぜ腐らないのか?!?! 来年は
賞味期限内に食べる！を目標に
無駄買いを減らしたいです。
編集 石田

