前橋市食生活改善推進員協議会
食と水は命の基本

体をつくり 心をつなぐ

みんな笑顔でいきいき前橋

平成２８年
初夏号
No.２９

『元気 まえばし 食育プラン』 ～第２次前橋市食育推進計画～

～H27 年度受講生の声～

健康大学は、『私達の健康は私達の手で』を
スローガンに活躍するボランティア（食生活改善
推進員）の養成講座です。
食生活改善推進員は、ご自分やご家族、そして
近所の方、地域の方に正しい食生活を目指してい
ただくためのお手伝いをしています。前橋市で
は、現在３８６名の方がそれぞれの地区で様々な
活動を行っています。
生活習慣病予防のために、栄養・運動・休養に
ついて学び、まずはご自分の健康づくりとして取
り組みましょう。そして、その先に家族や地域の
皆さんの健康づくりのために活動してみません
か？修了後の次年度から活動できます。

「食生活の大切さを改めて感じた。
」
「調理するとき、塩分や糖分など
気をつけるようになった。
」
「地区や年齢をこえての交流がよかった。
」
「地域の方々の健康づくりのために、先輩の
食改さんと一緒に楽しく活動していきたい」
など

【食生活改善推進員の主な活動】
・はっぴぃ健康クッキング
・おやこ食育教室
・男性料理教室

女性はピンク、男性はブルーの

・文化祭での試食提供など

エプロンが目印です♪

・その他地区行事への協力

よく噛んで食べよう
噛むカムレシピコンテスト
☆前橋市長賞 小学生の部☆

≪材料≫

２人分

ごぼう
１/２本
にんじん １/４本
さきいか １０ｇ
マヨネーズ 適量

≪作り方≫
①

ごぼうは大きめのささがきにする。

②

にんじんは太めの千切りにする。

③

ごぼうとにんじんを茹でる。

④

さきいかを細くさく。

⑤

すべてを混ぜてマヨネーズで和え、
盛り付ける。

☆アピールポイント☆
かんたんでおいしい♪たくさん噛めるヘルシーサラダです!
●前橋市立天川小５年生(H27 年度)のレシピです●

毎月１９日は「食育の日」
「いただきます」食べて語ろう食卓で

ヘルスメイト活動紹介
～中部地区～
中部地区には「健康大学」１期生がおり、現役で頑張
っています。今年度は新メンバー１名を迎え、１２名での
活動となりました。おもな活動内容については、中部地
区自治会長との交流試食会から始まり、7 月 11 日「はっ
ぴぃ健康クッキング」、9 月予定「おやこの食育教室」、10
月予定「生涯骨太クッキング」、そして中部地区保健推
進員との交流料理教室などを行っています。

担当 青木・荻野

春先から初夏にかけて出荷される新じゃが芋を使っ

た煮物。新じゃがは、皮が薄く水分が多いのが特徴。
皮ごと食べられるため、食物繊維や皮の周りに含まれ
るビタミン C などの栄養素を摂取できます。塩分を体外
に運び血圧を下げる働きをもつカリウムも含みます。
お問い合わせ：前橋市 健康増進課 電話 ２２０－５７８３

平成２８年
夏号
No.３０

前橋市食生活改善推進員協議会

体温の上昇と調整機能のバランスが崩れ、からだに熱がこもってしまう状態が熱中症。
近年は気象条件や気温の変化が大きくなっており、室内での日常生活にも十分な注意が必要です。
☆こんな日も熱中症に要注意です☆
水分補給のポイント
□
□
□
□

のどが渇く前に飲みましょう
こまめに水分を取りましょう
冷たすぎない温度がよいです
牛乳やみそ汁（冷汁）を取り入れましょう

●梅雨の晴れ間や梅雨明けなど、暑くなりはじめや急に暑く
なった日・・・からだが暑さに慣れていないため
●熱帯夜が続く日・・夜間も体温が高いまま維持となるため

前橋市の最高気温（平成 27 年）

<手作りできます！ミネラル水>
水 ＋
食塩 ＋
砂糖
１Ｌ
１～２ｇ
２５ｇ
(小さじ１/３)

７月３８．２℃ ８月３８．８℃

６月３２．８℃

□ 水分＋塩分＋糖分は水分補給の３セット
一緒にとると腸管での水分吸収を促進します

熱中症による搬送者は 7 月に急増しています

カリウムを上手に取り入れま
しょう。水分を調整し、身体

(大さじ３弱)

を冷やす作用があります。
芋類や野菜、果物に多く含ま
れています。

※レモンやグレープフルーツを絞ってもよいです

寝不足や疲労、欠
食等の不規則な
食生活を見直す
ことも大切です。

よく噛んで食べよう
噛むカムレシピコンテスト
☆前橋市長賞 中学生の部☆
◆前橋市南橘中１年生（Ｈ２７年度時）の提案レシピで

のせる具をかえて、じゃこ、
のり、チーズにしても♪

へルスメイト活動紹介

≪材料≫ ２人分
れんこん
ハム
オクラ
こしょう
ケチャップ
マヨネーズ
スライスチーズ
（とろける）
しょうゆ

中川地区

≪作り方≫

①
３００ｇ
２枚
②
４本
少々
少々
③
少々
４枚
少々

④

れんこんは８ｍｍ位の輪切りにして、皮をむ
き、オーブントースターの天板に並べる。
れんこんの大きさに切ったハムを①にのせ、
その上に輪切りにしたオクラをのせる。
②にこしょうとケチャップ、マヨネーズを
お好みでかける。その上にスライスチーズを
のせ、オーブントースターで焼く。
盛り付ける。しょうゆを少々たらしてもよい。

郷土料理あれこれ『なすの油みそ』

私たち中川地区は会員１０名で活動しています。６
月２０日に料理教室「はっぴぃ健康クッキング」を実

地域によっては「なべしき」ともいわれる「なすの油み

施しました。今後は「おやこ食育教室（８月５日）」
「生

そ」。切ったなすを並べて焼き、みりん・しょうゆ・さとうなど

涯骨太クッキング（10 月 5 日）
」
「男性料理教室（11

を加えたみそで味つけをする料理です。好みでピーマン、

月 18 日）
」を予定しています。

ししとうなどを加えます。夏野菜をおいしくいただける一品

調理実習後、よかったこと・工夫する点などを話し
合い、次回へとつなげています。
和気あいあいとやっています。ぜひご参加ください。

ですね。
毎月１９日は「食育の日」
「いただきます」食べて語ろう 食卓で
担当 田村・山口

お問い合わせ：前橋市 健康増進課
電話 ２２０－５７８３

平成２８年
秋号
No.３１

前橋市食生活改善推進員協議会

～おぼえて試そう！ポリ袋で非常食づくり～
家庭によくある食材を使い、比較的簡単に作れる料理を紹介します。
とっさにはなかなか出来ないものです。ぜひ一度つくってみては。

◆ ごはん ◆

◆野菜と缶詰を使った卵とじ◆

【材料１人分】
米 ８５ｇ（カップ１/２）

【材料１人分】

◆ポリ袋について◆

水 １４０ｍｌ（カップ３/４弱）

厚さ 0.02mm 以上、

ポリ袋 １枚

高密度ポリエチレン製の

【作り方】
① ポリ袋に１人分材料を入

半透明が適しています

卵

１個

玉ねぎ

２０ｇ

コンビーフや
焼き鳥の

きゃべつ ３０ｇ

缶詰、ねぎ

ツナ缶

や白菜、水

１/２缶

れ、空気をなるべく抜い

しょうゆ

小さじ１/２

菜などでも

て、袋の上の方をしっかり

こしょう

少々

OK です！

材料をかえたり、足したり、いろ

縛る。人数分用意する。
② 鍋にお湯を沸かして、
①を入れる。火を弱めて
２５～３０分煮る。
③ 火をとめて、そのままで蒸

いろ工夫してみましょう。日頃から、

① 玉ねぎ､きゃべつは食べやすい大きさ
に切る（ちぎってもよい）。ポリ袋に卵

きる食品を常備しておくと安心です。

以外の材料を入れ､揉んで混ぜる。

≪水、ｼﾘｱﾙ、缶詰（魚・肉・果物な

しています。

【作り方】

日持ちする食品や、常温で保管で

らす。
※水量は米の 1.6～1.7 倍と

ポリ袋 １枚

ど）、そのまま食べられるレトルト、ドラ

② 卵を溶き、①に入れ、揉んで混ぜる。
④ 鍋にお湯を沸かし、空気を抜いて口を

イフルーツ、ジュース、菓子など≫

※１カップは２００ｍｌです

縛った②の袋を入れ、２５分程弱火で
煮る。

よく噛んで食べよう！
噛むカムレシピコンテスト
☆前橋市食生活推進員協議会長賞(中学生の部)☆

＜作り方＞
① ごぼうは乱切り、れんこんは半月切り、
にんじんは少し大きめの乱切りにする。
② じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、
まいたけは石づきを除いて細くさく。

③ 鍋に油をひき、一口大に切った豚肉を炒め
る。豚肉に火が通ったら、①の野菜を入れ
て炒める。
④ 水を入れて煮る。様子をみて②を入れる。
◆前橋市立南橘中１年生(平成２７年度)のレシピです◆ ⑤

煮えたらカレールウを入れて出来上がり。

ヘルスメイト活動紹介～南部地区～
南部地区は今年度 5 名の新会員を迎え、１３名となりました。

＜材料＞ （２人分）
豚肉
７０ｇ
ごぼう
１／４本
れんこん
５cm 位
にんじん
１／４本
じゃがいも
２個
まいたけ
６０ｇ位
サラダ油
適量
カレールウ
適量
水
600ml
※ごはんを用意しましょう

毎月１９日は「食育の日」
「いただきます」食べて語ろう

食卓で

主な年間事業は、「はっぴぃ健康クッキング」「おやこの食育教
室」「郷土料理教室（おきりこみ）」の料理教室と、みそ汁などの

月は信仰の対象とされ、米粉で月に似せたお団子を作

塩分調査です。塩分調査では、減塩について地域の方々に普

り、添えたのが由来と考えられています。十五夜はこれか

及できるように進めています。近隣４地区との合同で行った研

らの収穫への祈り、そして十三夜(今年は 10 月 13 日)は、

修会では、会員同士の楽しい交流の機会となりました。

収穫への感謝。白くて丸い月見団子は、物事の結実・健康・

「一歩前進」のスローガンを掲げて、昨日より今日、
今日より明日の思いで活動しています。

幸福をも表す満月を表現したといわれています。

担当：荻野・青木
お問い合わせ：前橋市 健康増進課 電話 ２２０－５７８３

平成２８年
冬号
No.３２

前橋市食生活改善推進員協議会

“インフルエンザウイルス”の感染によって起こるインフルエンザ。例年 12 月～3 月頃に流行
し、ピークは１月～2 月といわれています。皆さんはどんな予防をしていますか？
【予防①】 流行前のワクチン接種・・・インフルエンザウイルス感染後に発症する可能性を下げる効果、
または発症した場合の重症化予防が期待されている。
【予防②】 “咳エチケット”・・・飛沫感染対策。咳やくしゃみが出るときはマスクを着用。マスクをしていないときは、
ハンカチなどで口と鼻をおさえ、他の人から顔をそむける。
インフルエンザにより、
肺炎や気管支炎等、合併症を
【予防③】 外出後の手洗い・・・流水・石けんを使う。アルコール消毒も効果が高い。
引き起こし重症化することも
【予防④】 適正な湿度の保持（50～60%）・・・空気が乾燥すると粘膜の防御機能が弱まり、
あります。
インフルエンザにかかりやすくなる。
【予防⑤】 人ごみを避ける・・・とくに高齢者、基礎疾患のある人、妊婦、疲労気味、睡眠不足の人。
やむを得ず外出する時はマスクの着用を。
【予防⑥】 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取・・・からだの免疫力を高めるため、日頃から心がけを♪

◆

もし、かかってしまったら・・・

発熱後 48 時間以内に「抗インフルエンザウイルス薬」の投薬治療
◆早めの受診 ◆安静にして休養をとる・十分な睡眠
◆水分補給
◆外出しない
熱が下がっても、感染予防に外出を控えることが大切
◆発症前日から発症後 3～7 日間ウイルスを排出するといわれる
(個人差あり)
参照：HP 厚生労働省 インフルエンザ(総合ページ)

≪材料≫
切り干し大根

よく噛んで食べよう！

２人分

噛むカムレシピコンテスト

２０ｇ

砂糖
大さじ１
A 塩
少々
酢
大さじ２
鶏もも肉
1/2 枚
塩･こしょう
少々
酒
大さじ１
きゅうり
1/2 本
トマト
中 1/2 個
玉ねぎ
中 1/4 個
きゃべつ
2枚
コーン・すりごま・マヨネーズ
各大さじ３
塩・こしょう
少々
白ごま
大さじ１

☆前橋市食生活改善推進員協議会長賞☆

≪作り方≫
①

切り干し大根は水で戻す。水気を絞り、包丁で粗く
切り、調味料(A)で和える。

②

鶏もも肉を耐熱皿にのせ、塩・こしょう・酒をふり
ラップをしてレンジで 5 分蒸す。粗熱がとれたら
一口大に切る。

③

きゅうりは千切り、トマトはざく切り、玉ねぎは薄
く千切りにして水にさらして辛味を抜く。きゃべつ
も一口大にして茹でておく。

④

ボウルに①②③を入れ、コーン、すりごま、マヨネ
ーズ、塩、こしょうを入れて混ぜる。

⑤

お皿に盛り付け、白ごまを上から散らす。

●前橋市立中央小６年生(平成２７年度時)のレシピです●

ヘルスメイト活動紹介
～文京地区～

※冷蔵庫で冷やして食べるとおいしいです。

毎月１９日は「食育の日」
「いただきます」食べて語ろう食卓で

文京地区は、第五中学校の南にある第五コミュニティセンタ
ーを拠点に、11 名のメンバーで和気あいあいと活動していま
す。「おやこの食育教室」「男性料理教室」などを行う他、第五
中学校 2 年生各クラスの「おきりこみ実習」に講師として参加し
ています。地域に根ざした活動を中心に、「自分達が楽しみな
がら健康に」をモットーとして、やりたいことや作りたい料理な
ども取り入れています。

郷土料理あれこれ

～なまりの煮付け～

昔から、食べきれない食材を様々な形で保存してきました。
なまり節もそのひとつで、大量にとれた鰹を解体し、蒸す、
茹でるなどの処理を施したものです。それを、しょうゆと生姜
で煮付けたものが、「なまりの煮付け」です。
鮪や鯖で作ることもあります。
担当：石原･星野
お問い合わせ：前橋市 健康増進課 電話 ２２０－５７８３

平成２９年
新春号
No.３３

前橋市食生活改善推進員協議会

・花粉が目や鼻に入るのを防ぐ

・特に、晴れて風の強い日は要
注意！花粉の飛散が多い日や
時間帯の外出を避けましょう

花粉を衣服や寝具に
寄せつけない

○睡眠を十分にとる
○バランスのよい食事

乳酸菌や発酵食品
には、症状を緩和す
る効果があると

・洗顔で目の周囲の花粉を洗い流す
・うがい、鼻をかむ

○適度な運動

いわれています。

よく噛んで食べよう！

噛むカムレシピコンテスト
☆H２７年度前橋市教育長賞☆

＜材料＞ （２人分）
【きんぴら】
豚バラ肉
ごぼう
にんじん
サラダ油
A しょうゆ
砂糖
ごま油・タカのツメ
いんげん
【卵焼き】
卵
サラダ油
ごはん
白ごま
のり

＜作り方＞
①
８０ｇ
１/４本
１/４本
大さじ１
大さじ１
小さじ１/２
お好みで少々
８本

２個
小さじ１
小茶わん２杯
適量
２枚

豚バラ肉とごぼう、にんじん、
調味料（A）できんぴらをつくる。

●前橋市立清里小２年生(平成２７年度時)のレシピです●

毎月１９日は「食育の日」
「いただきます」食べて語ろう 食卓で

②

いんげんは下茹でする。

③

卵焼きをつくる。

④

ごはんに白ごまを混ぜておく。

⑤

ラップをしき、のりを置き、のりの中央
に④のごはんを１/４量ひろげる。

⑥

①②③の１/２量をのせ、その上に
１/４量のごはんをのせて、のりの角を
たたみ、閉じる（ラップをのりと一緒に
使うとよい）
。

⑦

同じようにもうひとつ作る。

⑧

食べやすく切りわけ、盛り付ける。

ヘルスメイト活動紹介
～上川淵地区～
上川淵地区は今年度３名の新会員が加わり、現在２０名で活動し

郷土料理あれこれ

ています。「はっぴぃ健康クッキング」「おやこの食育教室」「郷土料

～あずき粥～

理推進事業」「生涯骨太クッキング」を、上川淵公民館で行っていま

あずき粥は、赤粥、十五日粥ともいわれま
す。１月１５日の小正月に食べることで邪気を
はらい、一年の無病息災を願います。
煮たあずきとお米でつくりますが、もちを入
れることもあります。

す。また、「のびゆく子どものつどい」「文化祭」では試食やレシピを
配布し、「ふれあい茶話会」では田舎まんじゅうを作り、参加者にお
配りしています。会員同士、協力し合いながら活動をしています。

担当：山口・田村
お問い合わせ：前橋市 健康増進課 電話 ２２０－５７８３

平成２９年
春号
No.３４

前橋市食生活改善推進員協議会

年度の変わり目は新生活を始める方が多くなります。毎日バランスのよい食事をすることはなかなか大変です。
栄養素の働きを知り、組み合わせを考えて食事をしましょう。

体を動かす
エネルギーとなる食べ物

緑

体の調子を整える食べ物

赤
魚

淡色野菜

緑黄色野菜

果物など

体をつくる材料となる食べ物

肉

卵

大豆製品

牛乳

海藻類など

◆主食・副菜・主菜をそろえた食事
にすると、３色食品群もそろいます。

主菜

副菜

◆お弁当や外食、加工食品利用の
際も、主食・副菜・主菜をそろえるこ

副菜

主食

とを意識しましょう。

よく噛んで食べよう！
噛むカムレシピコンテスト
☆H２７年度前橋市歯科医師会会長賞☆

<材料>

２人分

<作り方>

●前橋市立清里小５年生(平成２７年度時)のレシピです●

① 枝豆は茹でておく。

枝豆（豆の量）

５０ｇ

たけのこ

７０ｇ

豚肉

５０ｇ

にんじん

５０ｇ

③ フライパンに薄く油をひき、豚肉・にんじん・
枝豆・たけのこを炒め、塩をふる。

はるまきの皮

3枚

④ ③をはるまきの皮で巻く。

サラダ油

適量

⑤ フライパンに油を多めに入れ、④を揚げ焼きする。

食塩

少々

⑥ 半分に切って、器に盛りつける。

② 水煮たけのこは水でさっとすすぎ、細切りにする。
にんじん、豚肉はそれぞれ細切りにする。

☆アピールポイント☆
揚げないので子どももつくりやすい！
ギュっとまとめて細く巻いてね！食べやすく、噛みやすい♪

ヘルスメイト活動紹介
～下川淵地区～
のどかな田園風景に高速道路が走り、近年では大型店舗
が次々に出店、すっかり様変わりした下川淵地区。公民館を
会場に、「はっぴぃ健康クッキング」「おやこ食育教室」「生涯

骨太クッキング」の料理教室や、減塩普及のための試食提
供を行っています。今年度は１９名の会員で活動。会員のこ
ころをあわせ、地域の皆さんに健康的な食生活を推進し、豊
かな地域づくりに寄与したいと思っています。

毎日 19 日は「食育の日」
「いただきます」食べて語ろう

食卓で

郷土料理 あれこれ
＊＊切り干し大根の煮物＊＊
水戻しをした切り干し大根と、細切りにした油あげやに
んじん等を炒め煮にして食べます。切り干し大根は、食物
繊維やカルシウム、ビタミン B1・B2 などを多く含む、栄養
価の高い保存食材。大根が残ったときなどに作っておくと
便利です。冷たく乾燥した赤城おろしにさらすことで、より
甘くなるといわれています。

