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酷暑の毎日が続いておりますが、いかがお過ごしですか？今年の暑さは「災害
レベル」とも言われ、経験したことのないような暑さが連日続いています。日本
の最高気温は先日熊谷で 41.1℃が記録されましたが、世界最高記録はアメリカの
カリフォルニア州にあるデスバレーでの 56.7℃だそうです！想像を絶しますが、
住民はエアコンの効いた室内で過ごすことがほとんどで、熱中症になる人はあま
りいないそうです。日本ではエアコンを嫌う方も多いようですが、皆さまくれぐ
れも我慢をせず、上手く利用して快適に過ごせるによう心がけてください。

美浜区
訪 問 日：平成３０年７月１８日（水）
会
場：稲浜公民館
：定期実施型・配会食方式

①ごはん
②いわしのかば焼き
（煮卵・ミニトマト・オクラ・キャベツ）
③なすの揚げびたし
（なす・ピーマン・ちくわ）
④ひじきの酢の物
⑤清まし汁
（そうめん・しめじ・姫なると・みつば）
⑥しば漬け
⑦水ようかん

稲毛海岸地区部会では同日に同メニューでのお食事会を２ヶ所で開催しています。
この日は稲浜公民館に社協職員 2 名で訪問させていただきました。連日の猛暑で熱中
症が心配される中、調理室ではこまめな水分補給を心がけながら、揚げ物、焼き物、
煮物、酢の物、お吸い物など、お弁当６８食分を丁寧に仕上げていました。
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この日のメインはいわしのかば焼き。
きれいに焼くのは意外と難しいのです
が、香ばしく表面に焼き色がつきとても
柔らかく仕上がっていました。添えられ
たオクラも、ひとつひとつ丁寧にヘタと
ガクを切り取ってくださったので、残さ
ず丸ごと頂くことができました。
手作りの水ようかんは、まるで
和菓子屋さんで作ったもののよ
うにきれいに出来上がっていま
す♪ カットしてカップに入れて
崩れないようにひと
つずつしっかり固定
して配達していま
す。汁物も倒れて
こぼれないように固
定しています。

調理ボランティアさんは、盛り付けまで
終えると次は配達の準備をして暑い中お届
けに出かけます。会食会場からは少し離れ
たところにお住まいの利用者さんや、高齢
により会場まで来るのが大変になってきた
方も多く、いまでは配達の食数は徐々に増
えているそうです。

会食会場には猛暑の中にもかかわ
らず、９０歳以上の方も元気に来
てお食事されていました。会食に
来られる方が少なくなっても、毎
回顔を合わせるのを楽しみに来て
くださる方がいて、
「美味しかった
です。ありがとう。」と言葉が交わ
せるこの場所が、継続してあるこ
とがとても大事だと感じました。
湯呑みに書かれ
た「十二箇条」
他の湯呑みにも
いろいろな教訓が
書いてあり興味
深かったです。

ガンにかからない十二箇条
一、 バランスのとれた栄養をとる
二、 変化のある食生活をしましょう
三、 お酒は適量にしましょう
四、 タバコは少量にしましょう
五、 脂肪は控えめにしましょう
六、 ビタミンと繊維質のものを多く
七、 塩辛いものは避ける
八、 焼け焦げたものは避ける
九、 カビに注意しましょう
十、 日光に当たりすぎない
十一、適度に運動をしましょう
十二、清潔な体にしておく
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緑区
訪 問 日：平成３０年７月１９日（木）
会
場：誉田公民館
実施方法：定期実施型・配食方式

誉田地区部会では毎月第三木曜に配食方式でのふれ
あい食事サービスを実施しています。食数は８０食前
後、１１時の配達担当の民生委員さんが到着するまでに
出来上がるよう段取りよく作業が進められていました。
ミニトマトやキャベツの
塩素消毒も、調理開始後
すぐに行っています。生野
菜もこれで安心して提供
できますね。

熱湯消毒専用の調理台や、
洗い物専用の調理台を設け
るなど、衛生管理について
は皆が徹底して行い、食中
毒予防に努めています。

この日の献立は、どこか懐かしさを感
じる「のり弁」でした。美味しいだけで
なく、海苔からのビタミンや鉄分、カル 「今日の準備は
早く終わった
シウム補給、梅干で疲労回復・熱中症予
ね」と、皆でお
防、鰹節で良質なたん白質の補給にもな しゃべりをしな
ります。食欲をそそる生姜焼きは柔らか がらの試食会で
く、体に優しい煮物と野菜のたくさん入 す。始終笑い声
ったお弁当は、暑くて外に出られない利 が絶えませんで
用者さんにとってはありがたいですね。 した。
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鉄分

4.0 ㎎
[ 材料 ] （２人分）
・ゴーヤー
・・・１５０ｇ
酒・しょうが汁・・小さじ１
片栗粉
・・・適量
・ゴーヤー ・・・１本（３００ｇ）
塩
・・・小さじ１/２
・厚揚げ ・・・１/２枚（１３０ｇ）
サラダ油・ごま油・・各小さじ１
・花カツオ（細かくもみ砕く）
・・８ｇ
★塩・しょうゆ・砂糖
・・各小さじ１/３

[ 作り方 ]
①ゴーヤーは縦半分に切って種とわたを除き、薄
切りにする。塩をふってしばらくおき、水分が
出たら洗って水けを絞る。厚揚げは一口大にち
ぎる。
②砂肝は筋を除き、氷水に１０分つける。水けを
ふいて薄切りにし、塩としょうが汁をもみ込ん
で１０分おく。汁けをふき、片栗粉をもみ込む。
③フライパンにサラダ油を中火で熱し、②を炒め
る。火が通ったら一度取り出す。
④ごま油を足し、①を加えて炒める。ゴーヤーの
色が鮮やかになり、厚揚げが温まったら花カツ
オを加え、③を戻し入れる。★で調味する。

ほうれんそうの約２．５倍ほどの鉄分
を含み、鉄分の吸収を促進するビタ
ミンＣも豊富に含まれています。

夏バテで食欲が落ちると、食事量
の減少から鉄分不足になり、貧血の
原因にもなります。疲労感やだるさな
ど夏バテと症状が似ているので、見
過ごしていると夏が過ぎても体調が
改善されないどころか悪化してしまい
ます。食事に鉄分を多く含む食材を
意識して取り入れ、こまめに鉄分補
給が出来るように工夫しましょう！

砂肝は赤血球の生成に必要な鉄
分とビタミンＢ１２を豊富に含み鉄
分は牛の赤身と同等量を含みます。
鉄分やビタミンＢ１２が豊富に含ま
れ、カルシウムやカリウムなどのミネ
ラルや様々なアミノ酸も豊富です。

鉄分

同量の木綿豆腐に比べてカルシウ
ムは約２倍、鉄分は約３倍、たんぱ
く質は約５倍も含まれています。

1.6 ㎎
<作り方>
（２人分）
①小松菜８０ｇはざく切り。
パセリ４枝は太い茎を除く。
キウイ２個（２００ｇ）は皮を
むいて適当な大きさに切る。
②ミキサーにすべての材料を入れ
て、冷水を１カップ注ぎ、滑ら
かになるまで撹拌する。

鉄分やカルシウムが豊富に含まれ、
非ヘム鉄の吸収を高めるビタミンＣ
も多く、貧血や風邪予防になります。
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風邪の予防、疲労回復のビタミン
Ｃが豊富に含まれる他、消化酵素
が豊富で胃もたれを解消します。

[ 材料 ] （２人分）
・アサリ水煮缶・・・小１缶（９０ｇ）
・赤パプリカ ・・・１個（１８０ｇ）
・グリーンアスパラガス
・・・４本（１００ｇ）
・にんにく
・・・１かけ
・オリーブ油 ・・・大さじ１
・白ワイン
・・・大さじ２
・スパゲッティ・・・乾１５０ｇ
塩・こしょう・・・各少量
鉄分

15.2mg

[ 材料 ] （２人分）
・豚レバー・・・１５０ｇ
・にら
・・・１束（１００ｇ）
・にんにく・・・１かけ
・しょうが・・・１かけ
しょうゆ、酒・・・各大さじ１
おろし玉ねぎ・・大さじ１/２
★
ごま油
・・・小さじ１
砂糖
・・・小さじ１/２
・片栗粉 ・・・大さじ１/２ 鉄分
・サラダ油・・・大さじ１
10.3 ㎎

[ 材料 ] （２人分）
・がんもどき・・・小３個（１５０ｇ）
・モロヘイヤ・・１袋（１００ｇ）
・トマト
・・小１個（１２０ｇ）
・だし
・・・１カップ
・みりん
・・・小さじ２
・しょうゆ ・・・小さじ１と１/２
・塩
・・・少々
・しょうがのすりおろし
鉄分
・・・１/２かけ
3.2 ㎎

[ 作り方 ]
①パプリカは縦半分に切って種とへたを除き、横
に薄切りにする。アスパラは根元のかたい皮を
むき、５㎝長さの斜め切りにする。にんにくは
みじん切りにする。
②なべに 1.5ℓの湯を沸かし、塩大さじ１を入れ
る。スパゲッティ―を袋の表示時間より１分短
くゆで、ざるにあげる。
③フライパンににんにくとオリーブ油を入れて弱
火にかける。香りがたち、にんにくが少し色づ
いてきたらパプリカとアスパラを加え、全体に
油がまわるまで炒める。
④アサリ（缶汁ごと）と白ワインを加え、煮立っ
たら②を加えて混ぜ、塩、こしょうで味を
ととのえる。

[ 作り方 ]
①にらは４～５㎝長さに切る。にんにくとしょ
うがはみじん切りにする。
②レバーは一口大のそぎ切りにして、氷水に
１０分つける。水けをしっかりふき、★を大
さじ１もみ込んで１０分おく。汁けをふき、
片栗粉をまぶす。
③フライパンにサラダ油を中火で熱し、②を並
べ入れ、両面にこんがり焼き色がつくまで焼
く。
④にんにくとしょうがを加えて炒め、香りが立
ったらにらを加えてひと炒めする。残りの★
をまわし入れ、手早くいためる。

[ 作り方 ]
①がんもどきは熱湯をかけて油抜きし、半分
に切る。
②モロヘイヤはかたい茎を除き、さっとゆで
て湯をきり、３～４㎝長さに切る。トマト
は縦半分に切る。
③なべにだし、みりん、しょうゆ、塩を入れ
て煮立て、①を入れてふたをする。再び煮
立ったら弱火で５分煮る。②を加えてさら
に３分ほど煮る。
④器に盛り、しょうがを添える。
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豆類は鉄の吸収を高めるたんぱく質が多く含まれており、中でもインゲン
豆や小豆、レンズ豆は非ヘム鉄を多く含むうえ、造血作用のあるビタミン
Ｂ６、葉酸なども含み、貧血対策に効果的な食材です。
ヘム鉄→レバーや貝類、赤身の肉や魚などの動物性食品に含まれ、体内への
吸収率は非ヘム鉄よりも高く、効率的です。
非ヘム鉄→青菜や緑黄色野菜、豆類などに含まれ、動物性たんぱく質やビタミン
Ｃを一緒に摂ることで吸収率が高まります。
鉄分

５.3 ㎎

[ 材料 ] （２人分）
・小豆（乾燥）
・・・１００ｇ
・豚ひき肉
・・・２５０ｇ
にんじん・・・８０ｇ
Ａ にんにく・・・１かけ
長ねぎ ・・・１/２本
サラダ油
・・・大さじ１
しょうゆ
・・・小さじ１
水
・・・1 カップ
みそ
・・・大さじ３
Ｂ 酒
・・・大さじ２
みりん ・・・大さじ１
・うどん（乾燥）
・・・３２０ｇ
・サニーレタス・・８枚（２００ｇ）
・温泉卵
・・・４個

[ 作り方 ]
①小豆は５倍量の水と鍋に入れて強火にかけ、沸騰
したらゆでこぼす。水２カップとともに鍋に戻し
て強火にかけ、沸騰したら火を弱め、蓋をずらし
てのせ、やわらかくなるまで３０分ほどゆでる。
ざるにあげて広げ、冷ます。
②Ａはみじん切りにする。
③フライパンにサラダ油とにんにくを入れて中火
にかけ、ひき肉、①とにんじんを順に加えて炒め
る。Ｂを加えて弱火で１０分ほど煮込む。長ねぎ
を加えて中火で煮詰め、しょうゆを加える。
④うどんはゆでて流水で洗い、水けをきる。サニー
レタスは細切りにし、うどんとともに器に盛り、
③をかけて温泉卵をのせる。

参考文献：栄養と料理

編集後記
３ヶ月に一度、子供たちを歯科定期健診に連れて行っています。先日の健診の数日
前から歯が痛くてご飯があまり食べられなかった末っ子、案の定虫歯が見つかり、し
かも１本ではなく、左右上下あちこちに！定期健診に行っていたのに、どうしてこん
なに？と思いましたが、上の子たちには徹底してやっていた仕上げ磨きも、末っ子に
は時々しかやらなかった私の手抜き育児が、こんなかわいそうな結果を招いてしまう
とは。今さら後悔しても小さな白い歯は戻りません。泣き虫の娘を、痛がらないかな、
泣かないかな、いろいろ心配で見ていたら、なんと口を開けて治療中にうとうと寝て
いるようでした。帰り道、「寝ちゃった～」と笑顔の娘。そして、「虫歯が治ったら、
またご飯いっぱい食べるからね！」と。歯が健康でなければ美味しく食べることも出
来ず、食べられなければ栄養にはならないことを、改めて感じました。
中岡
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