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立冬を迎え暦の上では冬になりました。空気が冷たくなってきて、朝晩の冷え込み
も厳しくなり、これから冬が本格化してきます。手袋やマフラーなどの防寒着が活躍
するようになり、温かい食べ物や飲み物がホッとしますね。帰宅してからの手洗い・
うがいはもちろん、こまめな水分補給で乾燥した喉を潤すように心がけましょう。
今月のふれあい食事サービスでは、秋の味覚たっぷりの献立がたくさん登場
しています。寒さに負けず、食事を楽しみながらしっかりと栄養をつけ、体力を
落とさないようにしましょう。免疫力を落とさないことが最大の風邪予防です。

美浜区

訪 問 日：平成２９年１０月１２日（木）
会
場：真砂コミュニティーセンター
実施方法：施設利用型・配食/会食方式

～献立表～
①ゆかりご飯
②鰆の西京焼き
③五目煮
④カボチャサラダ
⑤冬瓜のホタテ餡かけ
⑥果物
⑦漬物
⑧お味噌汁

真砂地区部会のふれあい食事サービスは、昨年のコミュニティーセンター移転に伴
い、新たに施設利用で再開し、一年が経ちました。このコミュニティーセンターは、
廃校になった小学校を改築して生まれ変わったコミュニティーセンターで、教室や廊
下、階段がその名残を感じさせてくれます。会場が変わっても、皆さんが食事会を楽
しみにしている気持ちは変わらず、多くの利用者さん達が笑顔で集まりました。運動
を兼ねて、時間をかけて歩いて来る方もいらっしゃるようです。この日は気温が上が
って汗ばむくらいの陽気で、４階の教室だったというその会場には、窓から明るい陽
射しがたっぷりと差し込んでいました。夏のお休み明けの久しぶりの再会に、皆さん
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とても嬉しそうでした。
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会食会場のある４階とは離れた２階の調理室では、４名のボランティアさんが汁
物の準備をしていました。野菜がたっぷり入って具沢山のお味噌汁は、仕上げにお
ろし生姜を効かせ、塩分控えめでも香りと風味が高く、体に優しく染みわたるとて
も美味しい汁物でした。

久しぶりの会食を皆さん楽しみにしていたようで、お互いの顔を見ると手を振り
笑顔とおしゃべりで賑やかになりました(*^_^*)
少し時間がかかっても、運動になるからねと
歩いて来られる方も。戦争を体験しているから
食べる物に困ることなく暮らせる今の世の中に
は感謝の気持ちしかないと、話してくださった
参加者さんの言葉が胸に響きました。
新メンバー紹介もありました

温かい汁物、嬉しいですね

中央区

訪 問 日：平成２９年１０月２４日（火）
会
場：都町東自治会館
実施方法：行事実施型・会食方式

～献立表～
①きのこのまぜご飯
②いわしの甘露煮
（添：ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ﾐﾆﾄﾏﾄ）

③きのこの肉巻き揚げ
（添：南瓜の素揚げ）

④ほうれん草の胡麻和え
⑤かぶときゅうりの浅漬け
⑥里芋の味噌汁
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⑦スイートポテト

台風が過ぎ去った週明けの火曜日、都町東自治会館では、今年度３回目となるふれあい
食事サービスが開かれました。都地区部会では年に６回の行事型でお食事会を実施してい
ます。この日は社協の職員２名で訪問させていただきました。
この日が初めての参加という２名の新人ボランティアさんを含む１０名で
調理場から会場準備、受付など全てをこなしています。
この日は秋の味覚が満載の献立。秋がギュッ！と詰まっ
た絶品きのこご飯に、お肉の着物に海苔の帯を締めたき
のこの肉巻き天ぷら。圧力鍋で骨まで柔らかく煮た鰯の
甘露煮。そしてデザートには、さつま芋とバニラアイス
のみで作った可愛らしいスイートポテト。お弁当箱の
中には、秋が溢れていました。
ゲストの皆様が
集まってきました。

雨の多い 10 月でしたが、この日
は晴れて暖かく、会場にも明るい
日差しが差し込んでいました。受付で
達筆な字で書かれた名前表を受け取り、
重厚感のあるお弁当箱と素敵なご案内の
チラシを目の前に席に着くと、特別なお
食事会に招待されたような、そんな嬉しい気分になりました。
交通事故は夕暮れ時が多いよう
お食事の後には毎回催し物が開催され、この日は警察の方から です。暗くなってきたら、いつ
詐欺についてのお話と、交通安全についてのお話がありました。 も以上に気を付けましょう！！

＜材料＞
さつまいも ･････中２本
バニラアイス･････１個（100g）
【お好みで】･･･‥砂糖適量
レーズン
･･･‥適量
【つや出し】
･･･‥卵黄

＜作り方＞（１人前）
①さつまいもは輪切りにしてレンジで 600W5 分程温めて皮
を取って潰す。※滑らかにしたい場合は濾したほうが良い
②バニラアイスを加えて混ぜ合わせる。味を見てお好みで砂
糖を加え調整する。
③形成してトッピングにレーズンをのせる。
（お好みでごまなどでもよい）
※卵黄を少量の水で溶いて塗る。
焼き色が付くくらいまで焼いて完成！

＆

※都地区部会でのレシピとは詳細が異なります。また、さつまいもの種類や、
アイスの種類などそれぞれの分量の違いによって出来上がるスイートポテトの
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
滑らかさなどの食感や、甘さに違いが出てきます。お好みの素材でオリジナル
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、
のスイートポテトを是非楽しんでみてください(*^_^*)

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！
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稲毛区

訪 問 日：平成２９年１０月２５日（水）
会
場：稲毛東町内会館
：定期実施型・配食方式

～献立表～
①ご飯
②きのこハンバーグ
（トマトソースかけ）
③卵の巾着煮
④サツマイモと大豆の甘辛炒め
⑤サラダスパゲッティ
⑥ブロッコリーのゴマ和え
⑦ミルクプリン
⑧ゆず大根

稲丘地区部会では、月に２回の配食方式でふれあい食事サービスを実施しています。調理
ボランティアさんは８人編成を２班に分け、月に一度の頻度で担当しています。さらに献立
作成は２人組での当番制になっているので、必ず全員が担当します。こうして
負担になりがちな献立作成の担当を皆で回すことで、ボランティアさんにかか
る負担も軽減でき、さらには毎回違う持ち味の出る献立に楽しみや発見もある
ようです。１班↔２班への引継ぎには連絡ノートを回し
伝達事項に漏れがないようにしています。
調理台はなく会議用のテーブル
をつなげて作業台にしていま
す。コンロも家庭用４口です。
古さや不便さを感じさせずきれ
いに衛生管理されていました。

足りない備品の補充依頼や、
利用者さんの事など、両班
で情報を共有しています。

活動拠点となる町内会館は古くからある建物
で、玄関から入ると誰かの家に訪問したような
気分になりました。作業スペースは会議用机を
つなげてクロスをひき、衛生管理に気を配りな
がら、丁寧に盛り付けに入っていました。
この日は秋の食材をたっぷりと取り入れた、
色とりどりのお弁当です。ハンバーグは３種類のきのこをたっぷりと入れた
トマトソースで煮込み、さつまいもは小さく切って甘辛味に、どれも秋を感じるほっこりとした
メニューでした。中でも存在感のあったのが卵巾着。半分に切った油揚げに生卵を入れて甘辛く
煮た一品。お鍋の中でお行儀よく並べられた巾着の中に、鮮やかな黄色い卵が
隠されていたとは！煮汁が染み込んでとっても美味し
かったです。
配食専門ボランティアさんの他、調理担当のボラ
ンティアさんも数名、配食に行かれるそうです。
この日は雨で寒い日でしたが、待っている利用者さ
の元へお弁当を届けるボランティアさんの後ろ姿が
とても温かく感じました。4

１．肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などのたんぱく質源をバランスよく摂る
２．野菜類はさまざまな種類を加熱してたっぷり摂る
★野菜３００～３５０g（緑黄色野菜１００g＋淡色野菜２００～２５０ｇ）
★芋１００g、果物類１００g
３．エネルギー源となる穀類、油脂類も適量を欠かさず摂る
４．塩分は控えめに！
５．消化がよく、食べやすい調理方法で
６．水分補給をこまめに！

＊＊＊＊＊減塩対策＊＊＊＊＊
✿美味しいだしを使う
だしの旨味が効いていれば、薄味でも
減塩対策あれこれ
濃く感じ、満足感があります。醤油を
同量の昆布だしで割れば、美味しい
減塩醤油になります。
✿油を使ってコクを出しましょう
油を使うとコクと風味が加わり、油の
膜で塩気を表面に感じやすく、少しの
塩分でもよく効きます。
✿酸味をとり入れる
酢やかんきつ類の酸味を効かせると、
うす味をカバーしてくれます。酸味が
強いとむせるので、だしや水や油で割
ると和らぐので食べやすくなります。
✿香味を効かせる
ごま、しょうが、青しそ、木の芽、ねぎ、にんにく、みょうがなどの香味野菜を活用
すると、香りが効いて調味料の役目になり、少ない塩気でも風味が向上します。
✿料理の味にメリハリをつける
メインの料理や好きな料理はしっかりとした味付にして、他の副菜や汁物には塩分を
控えるなど、満足できる味付の品が１品でもあれば満足感が得られます。献立の全て
の料理が薄味では全体的に物足りない印象になり、満足感が薄くなります。
✿汁物は具だくさんに
具材をたくさん入れることで味に旨味や深みも出て、美味しさが増します。
具が多ければ、盛り付ける汁の量は減り、減塩につながります。
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ふれあい食事サービスでの献立作り、どの地区部会でもアイデア満載の素晴らしい献立を
目にしますが、頻度が多かったり、食数が多いと大変だという声もよく聞きます。
今回はその献立作りの参考に、全国の他の社協や、配食サービスを行っている様々な地域で紹介、
活用されているレシピをいくつかご紹介しますので、参考にしてみてください。

＜材料＞（１人前）
切り身魚（タイ、カジキなど）
･･１切れ（70～80g）
｛塩、こしょう・・少々
トマト
･･･100g（小 1 個）
玉ねぎ ･･･50g（1/4 個）
A
にんにく‥･少々
油
･･･小さじ 2
水
･･･大さじ 3
塩・砂糖･･･各少々
B
こしょう･･･少々
パセリのみじん切り･･･少量

<材料> （１人前）
カジキ･･･1 切れ（80～90g）
塩
･･･少量
みそ･･･大さじ 1 と 1/3
A 砂糖･･･大さじ 1
酒 ･･･大さじ 1
<作り方>
①カジキは 5 切れの棒状に切り、塩をふって 5～10
分おく。
②A をポリ袋に入れてもみ混ぜ、魚を入れてよく混ぜ
20～30 分おく。
③魚についたみそをぬぐい落としてグリルで両面を
香ばしく焼く。
※少量油を敷いたフライパンで焼いてもよい。

＜作り方＞
①魚は塩とこしょうをふる。トマトは
粗く刻み、A はみじん切りにする。
②フライパンに油の半量を熱して魚
を両面焼き、取り出す。
③残りの油を足してＡを炒め、トマト
と水を加えて煮、とろみがついたら
B で調味する。
④魚を戻してさっと煮、器に盛ってパ
セリをふる。
264 ㎉

たんぱく質

17.6g

塩分 0.7g

<材料> （１人前）
切り身魚･･1 切れ（80～90g）
塩･酒 ･･･少量
野菜
･･･お好みで 50g 程
醤油
･･･大さじ 1/2
A みりん･酒･･･各小さじ 1
すり白ごま‥小さじ 1/2
<作り方>
①魚は塩と酒をふる。酒 ･･･大さじ 1
②野菜はそれぞれ一口大に切る。
③アルミ箔を 20 ㎝四方に切り、野菜、魚を
のせてアルミ箔を立てて囲うように包む。
④A を混ぜてかけ、上面は開けたままオーブ
ントースターに入れて約 10 分焼く。

魚には肉と同じく良質なたん白質、ビタミンが多く含まれ、さらに不足しがちなカルシウムや鉄、リン、
ミネラルも豊富です。旬のものは栄養価も高く、季節感も感じられます。新鮮なものを選びましょう 。
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<材料> （４人前）
ツナ缶 ･･･1 缶（165g）
生姜
･･･２０ｇ
砂糖
･･･大さじ 1
みりん･酒 ･･･大さじ 1
A
醤油
･･･大さじ 2
煮出汁
･･･大 3～4

＜材料＞（４人前）
豚ももひき肉
･･･100g
小松菜
･･･400g
ねぎ
･･･20g
干し椎茸
･･･4 枚
しょうが
･･･少量
酒
･･･小さじ 2
Ａ 醤油
･･･大さじ 1 強
片栗粉 ･･･小さじ 1
しゅうまいの皮･･･24 枚
練りがらし
･･･適量

＜材料＞（４人前）
切り干し大根（乾）･･･５0g
水に 10～20 分つけて
5～6 倍に戻す
しめじ
･･･１パック
えのき
･･･１袋
生椎茸
･･･１パック
きゅうり
･･･１本
人参
･･･30～40g
玉ねぎ
･･･１個

＜作り方＞
①生姜は細切りする。
②鍋に汁気を切った
ツナと①、A を入
れて煮汁がなくな
るまで煮る。

＜作り方＞
①小松菜はゆでてみじん切りにし、水気をよく切る。干し椎茸は
水につけて戻し、軸を取り除いてみじん切りにする。ねぎ、し
ょうがもみじん切りにする。
②ボールに①のひき肉と A を入れ、よく練り混ぜる。
③②の具を 24 等分して、しゅうまいの皮に包む。
④蒸気の上がった蒸し器でしゅうまいを 10 分蒸す。
⑤好みでからしや酢じょうゆでいただく。
※ひすい色にするには、小松菜以外にほうれん草や
ニラ、モロヘイヤなど緑の野菜でも可能です。

マ
リ
ネ
液

酢
･･･大さじ 4
砂糖
･･･大さじ 2
薄口しょうゆ･･･大さじ 3
みりん
･･･大さじ 1
サラダ油又は
オリーブ油･･･大さじ 6～7
粉かつお
･･･大さじ 2
酒
･･･大さじ 2
こしょう、塩･･･少々

＜作り方＞
①切り干し大根は戻して茹で、
食べやすい大きさに切る。
②きのこはさっと湯通しする。
③玉ねぎは薄切り、きゅうりと
人参は細切りにして塩をかるく
ふっておく。
④マリネ液は
泡立器でよく
混ぜ、水切りした
①、②、③を入れ冷やす。

乾物は食物繊維やミネラルが豊富で栄養価の高い便利な保存食。保存方法や
戻し方を覚えれば、もう一品おかずが欲しい時にとても便利です。
ポイントは保存方法。何よりも湿気を嫌うので、乾燥剤とともに缶や瓶など
密閉容器に入れて冷暗所に保管します。ジッパー付きのビニール袋に入れて
冷凍庫で保存することも可能です。長く放置したり保存状態が悪いと変色し
たり香りが変わってしまうので気を付けましょう。
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＜材料＞
（３０人前→６０個×２種類）

充填豆腐
･･･2 丁
白玉粉
･･･1 袋
よもぎ入り白玉粉･･･1 袋
きな粉
･･･1 袋
ゆであずき
･･･1 缶
砂糖
･･･適宜
つまようじ
･･･適宜

＜材料＞（4 人前）
ちくわ
･･･4 本
人参
･･･100g
ピーマン ･･･100g
砂糖 ･･･大さじ 1
酒
･･･大さじ 2
Ａ みりん･･･大 1 と 1/2
醤油 ･･･大 1 と 1/2
白ごま

＜作り方＞
①豆腐は水気を切り、きな粉に砂糖と塩を混ぜ合わせておく。
②ボウルに白玉粉と豆腐を入れ（豆腐１丁+白玉粉袋 1 袋）、
豆腐を細かくつぶしながら、耳たぶの固さに練る。固ければ水少々を加える。
よもぎ入り白玉粉も同様にする。③小さく切って丸め、中央を軽く押しつぶす。
白→きな粉用 60 個 よもぎ→あずき用 60 個
④鍋にたっぷりの湯を沸かし、③を入れ強火でゆでる。
浮き上がったら網じゃくしですくい、水気を切る。
⑤あずきの団子（よもぎ）は水にとって冷まし、2 個を
つまようじにさしてあずきをかける。きな粉の団子は
砂糖と混ぜたきな粉をまぶし、2 個をつまようじにさす。

＜作り方＞
①ちくわはたて半分
に切り 4～5 ㎜長さ
の細切りにする。
②人参、ピーマンも
細切り。
③鍋にサラダ油を熱
し、人参、ピーマン
を炒めしんなりし
たらちくわを入れ、
A を入れて炒め煮
にし、ごまをふる。

＜作り方＞
＜材料＞（１人前）
とろろ昆布･･･ひとつまみ ①椀にとろろ昆布を入れ
て梅干しを小さくちぎ
梅干しの果肉･･･1/3 個
り入れ、のりと削りガツ
焼きのり
･･･1/4 枚
削りガツオ ･･･小袋 1/2 オを細かくもんで加え
る。熱湯を注ぎごまとし
熱湯
･･･150cc
ょうゆを入れ、食べる時
によく混ぜる。
煎り白胡麻、醤油
･･･少量

ちくわ、かまぼこ、さつま揚げなどの練り物は栄養価の高い加工食品
です。口当たりもよく手軽に使える便利食材ですが、塩分が若干高く、
カロリーも高くなりがちなので、野菜などの副食材と一緒に調理した
り、調味料を控えめにするなど塩分の摂り過ぎにならないように工夫す
るとよいでしょう。
編集後記
毎年秋になると、知人や実家などあちこちからさつま芋や柿をたくさんいただきます。
どちらもビタミン C が豊富に含まれていて、風邪の季節には欠かさず摂りたいものなの
で、大変ありがたいものです。お芋は蒸かしただけでも充分美味しいのですが、天ぷら
や煮物、味噌汁、スイートポテト等々、
、どんな料理にしても間違いなく美味しく頂け
ます。その中でも末娘にとっての一番は、形や大きさではなく、「幼稚園の芋ほりで、
自分が掘ってきたさつま芋」でした。どんな風にして食べても、自分の手で土から
収穫したお芋なら、美味しさも特別なのですね

(*^_^*)

やはり食育って大事だなぁと、改めて思いました。
編集

8

中岡

