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明けましておめでとうございます。
本年も、ふれあい食事サービス事業をよろしくお願い致します。
寒さ厳しい季節が続いておりますが、良い年末年始を過ごされたことと思います。
ノロウイルスやインフルエンザが例年以上に猛威を振るい、まだまだ油断できない季節です。
手洗い、うがいで注意していきましょう。今回は、地区部会の活動の様子と、皆さんが
様々な方法で工夫されている肉料理を柔らかく仕上げる方法を検証してみました。

訪 問 日：平成２８年１１月３０日（水）
会
場：幕張公民館
実施方法：行事実施型・会食/配食方式

花見川区
～献立表～
①きのこご飯
②鶏ササミの梅しそカツ
③白和え
④さつま芋の甘煮
⑤白菜の漬物
⑥味噌汁（お麩・若布）
⑦柿

幕張・武石地区部会では、年４回のふれあい食事サービスを実施しています。JR 総武本線
を挟んで分かれる幕張町エリアと武石町エリアからなり、武石町は公民館が遠いため配食が中
心となっていますが、幕張町からでも徒歩で２０分以上もかけて歩いて来ている参加者の方も
いらっしゃいました。
この日の献立は、香り高いきのこをたくさん使った
きのこご飯と鶏ササミの梅しそカツ。鶏ササミを厚さ
半分に開き、その中にしそと練り梅をはさんで閉じて
フライにしてありました。そのままだとさっぱりした
薄味で、お好みでソースをかけても美味しくいただけ
て、各自で調整できるのがいいな、と思いました。
鶏肉の加熱は念入りに。

きのこは先に下味を
1
つけてから炊飯します。

こちらでは、趣きのある絵の入ったお弁当箱が使われており、
おかずがより引き立って華やかなお弁当でした。配食の方には、絵
手紙が添えられ、調理ボランティアさんが中心となって配達も担当
されていました。
会食でお弁当に添えられていたのは、クリスマスのオーナメント。
毎回、手作りの作品を添えてプレゼントしているそうです。
裏に返せば赤いフェルトのお正月バー
リ
バ
ジョンに早変わりの優れもので、可愛
ー
美味しく見えるよう
シ
い音を奏でる鈴がアクセントになって、
ブ
盛り付けも丁寧に。
ル
とてもよかったです。
！
「発足時から参加しているのよ」という 20 年以上も来て
いる利用者さんがいる一方、今回初参加という利用者さんも数名おり、食事会の長い歴史と、
新しい風の入ってくる生きた活動であることを同時に感じました。
食後のお楽しみは、16mm フィルムで見る映画鑑賞！
毎回機材とフィルムをレンタルし、
映写機の基本操作を学ばれた地区部
会長さんがフィルムをセットして
います。昔にタイムスリップした
時間が過ごせそうですね。でも、
この上映会も全てのフィルムを観終えてしまったので
近日終了してしまうとのこと。寂しい気もしますが、
また新しい楽しみができそうですね。

美浜区

訪 問 日：平成２８年１２月８日（木）
会
場：真砂コミュニティーセンター
：施設利用型・会食/配食方式

～献立表～
①ゆかりご飯
②白身魚の柚庵焼き
③筑前煮
④炒り豆腐
⑤小松菜と油揚げの煮浸し
⑥オレンジ
⑦芝漬け
⑧かき玉汁

真砂地区部会は、昨年 10 月より新たな会食/配食方式のふれあい食事サービスを再開させ
ました。以前はお弁当を作っていましたが、真砂コミュニティーセンターの移転に伴って
施設利用型として新たに出発しました。お弁当は、オリーブの樹はつらつ道場さんに依頼し、
毎月 1 週目は配食、2 週目は会食でふれあい食事サービスを実施しています。
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会食の際には、汁物を手作りして提供しています。伺った
この日は、新しくボランティアに参加
されたメンバーで、かき玉汁を作って
いました。皆さんここで初対面だった
そうですが、皆とても楽しく調理され
ていて、こちらも笑顔をいただきました。
おろし生姜を加えて減塩になるよう工夫をしたり、2 階の調理室から４階
の食事会場へ台車で汁物を運ばなければならない環境ながらも、熱々を提供してあげたいと
加熱時間にも工夫して頑張っていらっしゃいました。
会食には、会場いっぱいの利用者さんが集まりました。
前は和室でしたが、椅子になり楽になったそうです。「お弁
当は持ち帰りできないですよ。」と言われると、一生懸命食
べていらっしゃいました。たくさん食べ、おしゃべりして
笑っている様子を見て、再開をとても嬉しく感じました。

食事後も、話は尽きる事なく、各々のテーブルで
それはそれは賑やかにおしゃべりを楽しまれていました♪ふれあい食事会が再開されて
本当に良かったですね！

美浜区

訪 問 日：平成２８年１２月２１日（水）
会
場：一丁目集会所
：定期実施型・会食/配食方式

～献立表～
①ゆかりご飯
②ハンバーグきのこデミグラスソース
付)スパゲティサラダ･ミニトマト
ブロッコリー・茹でキャベツ
③切り干し大根の煮物
④かぼちゃのミルク煮
⑤ほうれん草のナムル
⑥かぶの漬物
⑦具だくさん味噌汁
⑧ショートケーキ
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２会場で同日にふれあい食事会を開催している稲毛海岸地区部会。
今回は、一丁目集会所へ伺いました。食数は６０食近くを作って
いますが、調理室はとってもコンパクト。会議机を調理台にし、
みなさんひしめき合いながら、譲り合いながら、笑いを絶やさず
調理されていました。
この日のメインは、ハンバーグ。重さを
きっちり量って形成し、焼き目をこんがり
つけることも欠かしません。上からかけた
きのこ入りデミグラスソースは、味わい深
くて、とても美味しいハンバーグでした！
汁物は、里芋、玉ねぎ、油揚げに
加えて、他のメニューで使った材料
の残り野菜（椎茸の茎や蕪の葉）も
上手く使い、いろんなダシが良く効
いた具だくさんお味噌汁で、一杯で
お腹がいっぱいになりました。
秋の調理研修で実施したほうれん草
ナムルとかぼちゃミルク煮も取り入れ
ていただき、こちらも好評でした。
配食と会食を行う一丁目集会所ですが、配食の半数以上は、利用者さんが自ら会場までお
弁当を受け取りに来ています。体調の都合や一緒に住むご家族の都合で、一緒に会食はでき
ないけれど、、、という方の気持ちに寄り添った対応をされていま
す。配食にも、温かい汁物を一緒につけて、「早めに食べて下さい
ね。」と声をかけてお渡ししていました。
会食は、ボランティアさんも一緒にお弁当を囲みます。献立の
説明などのお話をしていると、利用者さんから「本当に楽しみに
しているから、ずっと続けてほしいです。いつもこんなに
美味しいお食事がいただけて嬉しいの。こんな
ケーキだって、１人だとなかなか食べることが
ないもの。」とお話が。他の利用者さんもうなずき、
配食より人数は少ない会食ですが、とても温かい
時間を共有しているんだな～と感じました。

利用者さんのパイプ椅子には、
あったか座布団の心配り♪

みんなで顔を合わせること。
一緒に食事をすること。
定期的に行く所があること。
そんな一つ一つがとても
大切なんだな～と感じます。
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パパッとできる！2 月 3 月のイベントおやつ。
【鬼まんじゅう】
（材料） 約 15 個分
★小麦粉 120ｇ ★食塩 適量

★さつま芋 500ｇ ★砂糖 120ｇ
（作り方）
①さつま芋の皮を剥き 1cm 角に切ったら、
塩水にしばらく浸けてアクを抜き、ザルに
あげて水気をよく切る。
②さつま芋をボールに入れて砂糖を加え、全体に
なじませ 1 時間ほど置く。（水分が出てくる）
③②にふるった小麦粉を加えて、粉っぽさが
なくなるまで混ぜる。（水分が少ない場合は水を足す。）
④四角く切ったクッキングペーパーに、スプーンで
形を整えながら③をのせ、蒸し器で 12 分程蒸す。

【チョコレートムース】
（材料） 1 個約 70cc 10 個分
★板チョコ（ビター） 100ｇ （作り方）
★マシュマロ 180ｇ
①チョコレートは細かく刻む。
★牛乳 400ｇ
②鍋に牛乳を入れて火にかけ、温まってきたら
マシュマロを加えて完全に溶かす。
※噴きこぼれないよう注意！
③ボウルに入れたチョコレートに②の一部を加え
チョコを溶かしたら、②の鍋に全て戻して完全に
溶かす。
④火を止めて容器に流し入れ、粗熱がとれたら、
冷蔵庫で冷やす。 ※お好みで生クリームや刻ん
だチョコ、アーモンドをトッピングする。

【甘酒ババロア】
（材料） 1 個約 60cc 10 個分
★甘酒 200cc（希釈の必要な場合は希釈後のもの）
★はちみつ 大さじ 2
★粉ゼラチン 10g ★豆乳 200cc
★ヨーグルト 200cc
★いちご 5 個
★ひなあられ 適量
（作り方）
①鍋に甘酒とはちみつを入れて火にかけ、はちみつが溶けたら沸騰前に火を止める。
②同量の水でふやかしておいた粉ゼラチンを①に加えて溶かす。
③②に豆乳とヨーグルトを加えてよく混ぜたら、容器に流し入れ冷倉庫で冷やし固め、
固まったら、いちごやひなあられをトッピングする。
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調理時間の限られた中で、何が一番効果があるの?!と思っていたので検証してみました。
使用した肉は、１cm 厚さの豚もも肉。これを同じ温度下で
同時間浸け込み、フライパンで焼きました。
下記の順位は、あくまでも実験者の独断の判断ですので
ご了承下さい。(^_^;)

重曹液に 30 分以上浸け込む
塩麹に 30 分以上浸け込む

水 400cc に重曹（食用又は薬用）小さじ 1、
塩小さじ 1 を混ぜた液に肉を浸ける。浸けた後
は、水洗いし、水気をとってから使用する。

既製で売っている塩麹のタレに浸け込む。

結果…第１位

結果…第２位

断トツで柔らかい！長時間
浸けるほど柔らかくなりま
すが、旨味は抜けてしまう
かも。また、一度洗ってから調味しなければ
ならないので、少し手間がかかります。

柔らかくなります！味も
ついて、そのまま焼ける
ので簡単！肉の中まで
しっとりしていました。

大根の卸し汁に
30 分以上浸け込む

ヨーグルトに
30 分以上浸け込む

大根のおろし汁に浸け込む。

プレーンヨーグルトに浸け込む。

結果…第４位

結果…第３位
柔らかさは感じられます。
そのまま大根おろしが使え
るメニューが便利です。
（おろしポン酢、おろし煮など）

正直、４・５・６位には
それほど差は感じられませ
んでした。ヨーグルトで肉
の味がまろやかに。
タンドリーポークがオススメ！

おろし玉葱に
30 分以上浸け込む

コーラに 30 分以上浸け込む
コカコーラに浸け込む。

擦りおろした玉葱に浸け込む。

結果…第５位
柔らかくなったのはあまり
感じられず。一緒に加熱す
る料理でないと、玉ねぎ辛
くなります(>_<)そのまま
調理できる生姜焼きなどに。

結果…第６位
30 分程度では、柔らかく
なったのは感じられず。
肉の中もパサパサでした。
冷えるとより硬く･･･(>_<)
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今回は、手軽にできそうな方法を選択し実際に行ってみました。
このほかにも、パイナップル（キウイやリンゴでも）ジュースに漬ける方法
や、実際にふれあい食事サービスでもみかけるマーマレードを使う方法など、
いろいろあります。また、肉を柔らかくするための専用粉も販売されて
います。効果も抜群で、日々、手軽にお肉を柔らかくするのにご自宅で
使用するには便利ではないでしょうか。
お酒で揉んで置く、筋切りをする、叩く、など基本的な方法にプラスして前頁の
方法を試すと、より柔らかくなるので是非試してみて下さい。

酢・酒・大根汁のトリプル製法?!で
冷めても柔らか！

塩麹とヨーグルトのダブル製法?!で
肉をやわらかくジューシーに！

〈材料〉 10 人分
・鶏胸肉
700g
（・酒
大さじ２ ・酢
大さじ２）
・片栗粉 大さじ２ ・小麦粉 大さじ２
・大根
約 300ｇ
◎醤油
大さじ 3
◎酒
大さじ２
◎砂糖
大さじ２
◎顆粒だし 小さじ２
・ごま油
大さじ２
〈作り方〉
①鶏肉は、そぎ切りで食べやすい大きさに
切り、酒と酢をもみ込む。
②さらに片栗粉と小麦粉を加えて揉み込む。
③大根はおろして、◎の調味料を加えて混ぜ
ておく。
④フライパンにごま油を入れて熱し、②を
中火で焼く。表面がきつね色になったら、
③を入れて火を弱め約 3 分程度グツグツ
煮る。鶏肉にしっかり火がとおったら出来
上がり。

〈材料〉 10 人分
・豚肉ロース肉
10 枚
・塩麹
大さじ２
[浸け込みダレ]
・プレーンヨーグルト
300cc
・トマトケチャップ
大さじ 4
・おろししょうが
小さじ１
・おろしにんにく
小さじ 1/2
・カレー粉
大さじ３
〈作り方〉
①豚肉は、両面を包丁の背でたたき、
塩麹を擦りつけてなじませる。
更に、混ぜ合わせておいた浸け込みダレ
を加えて 30 分以上漬けこむ。
②タレを軽くふきとってアルミホイルに
のせ、オーブントースターで焼く。
※フライパンだと焦げやすいので
注意しましょう。
〇鶏胸肉でも美味しくできます。
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～毎年 2 月は全国生活習慣病予防月間です～
生活習慣病の一次予防を中心に、その普及・啓発を行う日本生活習慣病予防協会では、
生活習慣病予防に対する国民の意識向上と、これによる健康寿命の伸長を目指すべく、
平成 23 年より、毎月 2 月を「全国生活習慣病予防月間」と定め、啓発活動を行っています。

一無・二少・三多で
生活習慣病を
予防する！

今年 2017 年は、“一無（無煙・禁煙の
勧め）”にフォーカスし「グッバイ、たばこ」
をテーマとして啓発運動が展開されるそう
です。今年こそは禁煙を！という目標のあ
る方は頑張って下さい！！
出典：一般社団法人日本生活習慣病予防協会
生活習慣病予防ツール
全国生活習慣病予防月間リーフレット
8

編集後記
70 近い母をつれ、年始から九段下にある
科学技術館へ。大勢の子供が遊び感覚で楽し
む中、電磁石のしくみや耐震実験、ハイブリ
ッド車の仕組みなど、デモを見ながら懐かし
かったり感心したりで、子供以上に興奮する
大人。なかなか
楽しく、脳の刺激
になりました。
編集 石田

