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連日の猛暑で体調を崩されてはいませんか？日本各地で大雨やゲリラ豪雨の被
害が出ている一方、水不足が懸念されているところもあるようです。水は生活に
は欠かせない資源である反面、平和な日常を奪ってしまうこともあります。暑い
暑いと言いながらも、当たり前に水が使える毎日に感謝したいですね。
今月も地区部会の活動の様子と、夏バテ対策の特集です。
食欲を落とさず、元気に夏を乗り切りましょう(*^_^*)

美浜区

訪 問 日：平成２９年６月１４日（水）
会
場：高浜公民館
実施方法：定期実施型・会食方式

～献立表～
①ご飯
②春巻き（ピーマン・パプリカ・ベーコン）
③天ぷら（かぼちゃ・ナス・椎茸）
④厚焼き玉子
⑤焼魚・さんまの開き
⑥肉じゃが
⑦たこときゅうりのポン酢和え
⑧もやしと桜えびの葱炒めもの
⑨きゅうりの糠漬け
⑩味噌汁
⑪メロン・キウイ

高洲・高浜地区部会では、３班に分かれ３ヶ所でふれあい食事会を行っています。
今回は、すみれの会高浜のボランティアさんが活動している高浜公民館へ伺ってきま
した。高浜公民館は他の利用団体も多く、会場の利用は準備から片付けまで２時間。
土足禁止の会場へくつのまま入れるように、会場設営はまずブルーシートを敷くこと
からです。３名の男性ボランティアさんが中心となり、会場作りから配膳まで、テキ
パキと動いて丁寧に会場が整えられていました。
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調理場では、この日は
なんと品数１０品！それに
お味噌汁がついて計１１品
の豪華なお弁当がどんどん
盛り付けられていきました。
中でも春巻きは切り口が鮮や
かな３色になりとてもきれいで、
ベーコンの塩気がちょうど良く効いて
とても美味しかったです。どれも夏野菜や
香味野菜をふんだんに取り入れ、一品一品が
食べごたえ充分で大満足でした。
一人暮らしの利用者さんにとって、こんなに多くの食材を使ってのお食事をいた
だけるのは本当にありがたいのではないかと思います。この日のお弁当には、なん
と 28 品目の食材が使われていました！素晴らしいです(^_-)-☆

かぼちゃ

ミニトマト

キウイ

さんま

花見川区

レタス

きゅうり

訪 問 日：平成２９年６月２１日（水）
会
場：検見川公民館
実施方法：定期実施型・配食方式

～献立表～
①ご飯
②肉巻きフライ
③じゃが芋のそぼろ煮
④きゃべつときゅうりの
刻み漬け
⑤ごぼうと人参のきんぴら
⑥厚焼き卵
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朝から雨模様のこの日、社協の職員２名で検見川公民館へ伺ってきました。
検見川地区部会では、毎月配食方式でのふれ食を実施しています。３５件前後
のお宅を、１０数人の民生委員さんが徒歩で配達をしてくださいます。
お弁当は、冊子になっている年間献立表をもとに作っていて、夏の
ふれ食休止期間には献立検討会を行い、皆で意見を出し合って見直し
をしているそうです。丁寧にまとめられたレシピ集は、どの献立もと
ても美味しそうで、このレシピ集、欲しいなぁ～と思いました(*^_^*)

この日のおかずは５品、出来上がった料理は全て隣のお部屋に集められ、粗熱が
取れた状態でお弁当容器に詰め合わせます。食品工場の盛り付けラインのように、
一気にどんどん仕上がっていく光景は、見事なチームワークのなせる技でした！

最終盛り付けの後を
追うように蓋をして､､､

盛り付けは隣のお部屋
で一気に仕上げます！

効率よく盛り付けられるよう
に、容器を同じ方向に開いて並
べています

あっという間に民生委
員さんに配られ、温か
いうちに利用者さんに
届けられます

この日は民生委員さんと一緒に、利用者さんのお宅へ訪問させていただきまし
た。お弁当を嬉しそうに受け取る利用者さんに、体調などの様子を確認し、また来
ますね～と言って次へ向かいます。何度チャイムを鳴らしても出
て来ない場合は、再度確認に行かれるそうです。配食が来ること
を忘れているのか、もしくは出て来られない体調だったのか、や
はり様子が分かるまでは心配だそうです。
民生委員さんにお弁当を預けた後の調理室で
は和気あいあいと試食タイムです♪ボランティアさんの中には、
十数年携わっている方も多く、それぞれの家庭での調理のやり方
などをここで新しく学ぶことも出来、何よりこの活動が楽しいか
ら長く続けられるのよ、とお話してくださいました。皆さんの笑
顔がとっても素敵でした♡
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お誕生日の方へ
は蒸しパンの
プレゼント♪

訪 問 日：平成２９年６月２２日（木）
会
場：いずみ台ローズタウン自治会館
：定期実施型・会食方式

若葉区

～献立表～
①ご飯
②焼きシュウマイ
（人参・レタス添え）
③ポテトサラダ
④ひじきの炒り煮
⑤味噌汁
⑥香の物
（茄子の浅漬け・高菜漬け）
⑦白玉あずき

毎月会食方式で食事会を実施している２６地区部会に、社協職員 3 名で伺ってき
ました。会場となるいずみ台ローズタウン自治会館は、緑の木々と爽やかな空気に
囲まれた公園に隣接し、住宅街に溶け込んだ家庭的な雰囲気のところでした。
ボランティアさんは４班に分かれ、交替で活動。今回は 19 名の利
用者さんとボランティアさん分も含めて２６食を作り会食しました。
この日の献立はメインが「焼きシュウマイ」シュウマイと言えば、
ひとつひとつ丁寧に皮に包みこむ作業に手間がかかりますが、今回は
肉だねを大きく
細切りにした皮を円盤状に広げた肉だねに乗せ、フライパンで一気に
円盤状に焼きます
蒸し焼きです！これをケーキのようにカットし、付け合せを添えて、
まるで洋風コース料理の一品のような豪華なメインディッシュに仕
上がりました♪ 味は。
。
。完璧シュウマイでした(^_^)v

６等分にカットして
盛り付けます

姿は巨大ハンバーグ！

素敵なメインディッシュ
の出来上がり♪

和室での食事会をゆっくり楽しんでもらえるようにと、ここでは和室用の椅子が用意
されていました。
畳に座るよりずっと楽な姿勢で過ごせますね。この他にもそれぞれ柄
会食後のお楽しみでは、大盛り上がり！左右列対抗しりとり合戦や、手遊び、ま
の違うランチョンマットが手作りで可愛らしく、また卓上に
た全員で手話付きで歌を歌われていて、とても素敵でした。テーブルに飾られたお
飾られた陶器の花瓶もボランティアさんの手作りの作品との
花の名前を覚える脳トレも！(^^)！楽しいお食事会でした。
ことで、随所に家庭的な温かみが感じられました。
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調理場では始終笑い声や笑顔が絶えず、皆さんが本当に楽しそうに
調理されているので、その空気に思わず引き込まれてしまいました。
会食では利用者さんもボランティアさんも一緒になって楽しみ、ひ
とつの話題に皆が耳を傾け、会話に参加し、まさに参加者の皆がふれ
合って食事を楽しんでいる
「ふれあいお食事会」でした♪
白玉の大きさ、
どんな感じか
しら？難しい
わねぇ。
。。生地
が柔らかくな
る前にまるく
しなきゃ！

白玉粉を牛乳でこね
て団子にすることで
Ｃa 摂取 up です！

お誕生日の方へ
「三種の神器」
のお話、勉強に
なりました

お家のような
自治会館

お花と絵手紙の
プレゼント

『ジャンボ焼きシュウマイ』
〈材料〉 ５～6 人分
〈作り方〉
・豚ひき肉
200g
①玉ねぎに片栗粉をまぶしておく。
・玉葱みじん切り
1/2 個分
②ひき肉、Ａ、①を粘りが出るまでボウルで
・片栗粉
大さじ２
よく混ぜる。
・シュウマイの皮
15～20 枚
③フライパンに②を円盤状に広げ、細切りに
・しょうゆ
大さじ 1 と 1/2
したシュウマイの皮をのせて焼く。
・砂糖
大さじ 1～1 と 1/2
④肉が少し焼けたら水 50～100ml を入れ、蓋
・酒
大さじ 1
をして蒸し焼きにする。
A
・オイスターソース
⑤水気がなくなって、全体に火が通ったら完
小さじ 1
成。お好みの大きさにカットし器に盛る。
・ごま油
大さじ 1
（26 地区部会より）

『鮭のムニエル

青しそソース』

〈材料〉
〈作り方〉
・生鮭
2 切れ
①生鮭は水気をふき取り、
小さじ 1/3
Ａとともにポリ袋に入れ冷蔵庫に 30 分おく。
Ａ ・おろし生姜
・だし
80ml
②玉ねぎ、青しそは 3 ㎜角に切り、それぞれ水にさ
・玉ねぎ
40g
らし、しっかりふき取る。
・青しそ
4枚
③②とＢを合わせてソースを作る。
・砂糖
小さじ 1/3
④①の鮭の水気をふき取り、こしょうをふり、小麦
・オリーブ油
小さじ 1
粉をまぶしてバターで焼く。
Ｂ
・酢
小さじ 1 弱
⑤皿にせん切りにしたレタスを敷き、④の鮭をのせ
・醤油
小さじ 1 強
③のソースをかける。上からすりごまをふる。
こしょう・少々、小麦粉 大 1 強
（社会福祉研修センター
バター 小 1、レタス 40g、すりごま 小 1 強
社会福祉セミナーより）
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近年暑さが増し、室内でも熱中症にかかる人が続出
しています。熱中症とは、高温多湿な環境に身体がついていけずに
生じる様々な症状のことですが、その症状に早めに気づくことで、
重症化を予防することも出来ます。暑い夏の時期を夏バテしないで
乗り切るためには、毎日の食生活がとても大切です。夏バテしない
身体を作るために積極的に摂りたい食材や食事法をご紹介します♪

夏バテを予防しましょう！

～食事編～

✿ スタミナをつけるたんぱく質と疲労回復のビタミンＢ群を！
どの季節でも栄養バランスが基本ですが、特に夏バテ対策として注目したい
栄養素はこの２つです。疲労回復や体を動かすエネルギー（スタミナ）源を優
先して摂取することで対策になりますが、高齢者の場合に気を付けたいのが消
化しやすいかどうか、です。胃腸に負担をかけてはせっかく食べても栄養を吸
収できないので、消化が良いかどうかを意識して食材を選びましょう。
たんぱく質については、脂身の多い肉よりも鶏肉やレバーがおすすめです。
他に消化しやすいたんぱく質としては半熟の卵や豆腐、白身魚など。夏バテに
はウナギが良いとよく言われますが、これはうなぎには良質なたんぱく質やビ
タミンＡ、Ｂ群が豊富に含まれることと、胃腸の粘膜を保護し、消化吸収を助
けるムコ多糖類という成分も多く含まれているためですが、脂質が気になる場
合や食欲のない時にはさっぱりと白焼きにして食べるのがおすすめです。
夏バテは主にビタミンＢ１不足によって起こりますので、ビタミン類が豊富
に含まれる緑黄色野菜や果物をよく噛んで食べましょう。野菜は、特に夏野菜
と言われるなす、きゅうり、トマト、ズッキーニ、ゴーヤ、オクラ、トウモロ
コシなどがビタミン豊富です。ただ食べ過ぎると体を冷やしてしまいますの
で、野菜たっぷりのお味噌汁にするなど、温かく胃腸を冷やさない調理法がお
すすめです。
✿ 水分補給にも気を付けましょう！
水分不足は夏バテの原因になりますので、未然に水分不足を防ぐことが大事
です。出来れば常温で、こまめな水分補給がよいでしょう。
：
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夏バテを予防しましょう！

～運動編～

✿ 自分の体力と体調に合わせた運動を！
暑い時期の運動は疲労感も発汗量も通常よりも多くなり、注意が必要です。
日課にして無理にこなそうとせず、その日の体調に合わせて調整するようにし
ましょう。涼しい時間帯に緑のある場所を歩いたり、猛暑日なら室内で足踏み
をしたり、ラジオ体操で全身を動かしたり、可能な範囲で体を動かすことを心
がけると良いと思います。
暑いから動かない→体力が落ちる→夏バテしやすくなる→動かない
このような悪循環にならないように適度な運動を取り入れましょう。

古くからスパイスや薬味、漢方薬や風邪薬に使われてきた
ショウガ。栄養成分はわずかですが、様々な生理機能成分が
殺菌、解熱、鎮痛、消炎などに効果を発揮することから世界
中で親しまれてきました。調理の仕方次第で効果も違い、知
られざるパワーを秘めている名脇役！組み合わせる食材次第
でさらに効能アップが期待できます！

殺菌作用の

辛味成分の
しょうがの香り成分シネオールには殺
菌作用があり、肉や魚貝類などの薬味や臭
み消しに使われるのは理にかなっていま
す。また、シネオールには健胃作用や消炎
作用があり、食欲増進や夏バテ防止、風邪
予防にも効果的です。

しょうがの辛味成分で代表的なものは、
ジンゲロールとショウガオールです。ジンゲ
ロールは生のしょうがに含まれ、末端の血管
を拡大して血行を一気に促進させるため、指
先やつま先など、体の先端部分が一時的にポ
カポカしてきます。しかし発汗効果もあるた
め、時間が経つと体温は下がってきます。そ
のため解熱や末端冷え性などには効果的です
が、体を芯から温める効果は期待できません。
それに対しショウガオールは代謝効率を上
げて体の内部から熱をつくりだすため、体全
体をポカポカさせる効果があります。

辛味成分や香り成分は切り方によって違
いがでます。成分を高めたいときは繊維を
断ち切るように、より細かく切ったほうが
効果を高めます。また、薬効成分が多いの
は皮のすぐ下の部分なので、皮ごと調理し
たほうが良いでしょう。
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ほうれん草・じゃがいも・さつまいも・切干
大根・ひじき・枝豆・きな粉・しめじ・エリ

＜材料＞（2 人前）
豚ロース肉・・・200g
長ねぎ・・・・・1/4 本
しょうが・・1 かけ
Ａ 醤油、みりん・各大 2
油・・・・・・小 2

＜材料＞（2 人前）
米・・・・・・1 合
しょうが・・・1/2 かけ
油あげ・・・・1/2 枚
だし汁・・・・200ml
酒・・・大 1
みりん・小 2
Ａ
醤油・・小 1
塩・・・小 1/4

＜作り方＞
①長ねぎとしょうがはみじん切り。
②フライパンに油を熱し、豚ロース肉を表裏
焼いて塩・こしょうをして取り出す。
③②のフライパンにＡを入れてひと煮立ちさ
せ、①の長ねぎを加えてひと混ぜして火を
止める。
④器に豚肉を盛り、③をかける。

＜作り方＞
①米は炊く 30 分以上
前に洗い、ざるにあ
げる。
②しょうがはせん切
り、油揚げは熱湯を
かけて油抜きをし
て、横半分に切って
細切りにする。
③炊飯器に米、だし汁、
Ａを加えてざっと混
ぜ、②を入れて炊く。

【参考文献】・医者いらずの食材使いこなしレシピ

万能調味料として注目されている酢しょうが。継続して摂りいれることで、様々な健康促進
効果が期待できると話題になり、実際に数値の改善がみられたり、体質の改善を実感している人
も多くいらっしゃるようです。すでに試している方も、そうでない方も、夏バテ防止に是非取り
入れてみてはいかかでしょうか？酢しょうがの基本の作り方をご紹介します♪
[作り方]
材料
①しょうがをきれいに洗って皮ごとみじん切りにする。
しょうが
100ｃｃ
②保存容器に①と酢、はちみつを入れて混ぜ合わせる。
酢
100ｃｃ
③冷蔵庫で一日浸けて、完成！
はちみつ
20g
✿しょうがは薄切りでも千切りでもＯＫ！
毎日大さじ１杯程度摂取することで、血管の若返りや
生活習慣病の予防が期待できます(*^_^*)是非お試しを♪
・疲労回復効果
・内臓脂肪低下効果
・高血圧抑制効果
・血中脂質低下効果
・食欲増進作用
・便秘改善

お酢はいろいろな種類がありますが、特にアミノ酸が豊富で栄養価の高い
黒酢がおススメです。また、酢の苦手な方はりんご酢で代用すれば、仕上
がりがまろやかな口当たりになります。はちみつの替わりに砂糖や黒糖、
オリゴ糖でも甘味を調整すれば美味しくできます。
お酢は加熱しても栄養成分や健康効果は変わらないので、飲用でもお料理
にも幅広く活用していただけます。
編集後記

酢しょうが、我が家でも作ってみました。毎日部活で真っ黒になって帰ってくる息子に、
「疲労回復ジ
ュースだよ♪」と、酢しょうが+ブルーベリー酢+炭酸ドリンクを飲ませたら、これは酢っぱ辛くて飲み
づらいよ～。と。大好評だったのは、酢しょうがたっぷりの甘辛そぼろ煮、牛肉のしぐれ煮など、お肉
料理の調味料としてたっぷり入れると美味でした。炭酸が飲みたいという子供たちには、
レモン酢を甘くない炭酸で割ったお酢ドリンクが好評です
皆さんもいろいろ試してみて下さい♪8
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(*^_^*)
編集

中岡

