平成２９年
初夏号
No.３５

毎年６月は
食育月間！
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

『元気 まえばし 食育プラン』 ～第２次前橋市食育推進計画～

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３６５名の方がそれぞれの地区で様々な活動を行っています。
栄養・運動・休養のバランスのとれた生活習慣や生活習慣病予防などを学び、まずはご自分のために、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かしてみませんか？修了後の次年度から活動できます。

【食生活改善推進員の主な活動】
＜受講生の声＞

・はっぴぃ健康クッキング

・おやこ食育教室

・男性料理教室

・文化祭での試食提供など

・その他地区行事への協力

・栄養計算や減塩方法について学び、日々の生活に役立てると思った。
・自分達で考えた献立を協力し合って作り、連帯感の大切さを学んだ。
・電卓を使って栄養計算したりと、家庭の栄養士になれたようだった。

よく噛んで食べよう
噛むカムレシピコンテスト

アスパラベーコン
カリッとあげ
＜材料＞

☆前橋市教育長賞 小学生の部☆
●前橋市立宮城小５年生(Ｈ２８年度)のレシピです●

＜作り方＞
①アスパラガスは４等分に切る。
じゃがいもは皮をむき、細かいみじん切りにす
る。ベーコンは半分に切る。
②ベーコンでアスパラガスを巻いてようじでと
める。
③小麦粉をまぶして溶き卵をつけ、みじん切り
にしたじゃがいもをまぶす。
④きつね色になるまで弱火でじっくり揚げる。

２人分

アスパラガス ６本
ベーコン

６枚

じゃがいも

１個

油

適量

小麦粉

適量

卵

１/２個

旬の野菜を使って

ヘルスメイト活動紹介
～芳賀地区～

お料理してみませんか？

芳賀地区食生活改善推進員は１５名で活動しています。
毎年３月に開催される歩け歩け大会にて“とん汁”を配
布しています。ゴールした参加者に配り、おかわりが出る

ほどの大好評です。昨年度のアンケートでも「とん汁が美

＜新玉ねぎ＞
新玉ねぎは春先から５月にかけて旬を迎えます。
収穫後すぐに出荷するので、皮が薄く白色でみずみ
ずしいのが特徴です。辛味も少ないのでサラダやお
ひたしにして食べても美味しいです。輪切りなど繊

味しかった！！」という声が多数ありました。
今年度も地域の方々とのふれあいを大切に、芳賀地区の
食生活向上につながるよう活動していきたいと思います。

維を断ち切るように切ると辛味を抑えられます。
～こんなお料理にも～
南蛮漬け、豚汁、きよさと焼き など

担当

栗林

お問い合わせ：前橋市 健康増進課

電話２２０－５７８３

平成２９年
夏号
No.３６

前橋市食生活改善推進員協議会
毎日 19 日は ‘食育の日’ 「いただきます」 食べて語ろう 食卓で

暑い日が続くと食欲が減退し、偏った食事によりエネルギーや栄養素が不足して身体が疲れやすくなります。
夏バテを予防するために、下記の２つのポイントに気をつけて食事をしましょう！

１．ビタミンＢ1、Ｂ2 の多い食材をとる

２．バランスのよい食事をする

夏は麺類など炭水化物の多い食事になりやすい
です。ビタミンＢ１、Ｂ２は炭水化物をエネルギーに変
えてくれるはたらきがあります。これらを多く含む食品
をとることで夏バテしにくくなります。
＜多く含む食品＞
ビタミンＢ１・・豚肉、うなぎ、大豆、玄米

夏バテを予防するにはバランスのよい食事をする
ことがとても大切です。毎食、主食・副菜・主菜をそろ
えましょう。

＜主食＞
ごはん パン 麺

ビタミンＢ２・・豚レバー、ぶり、さんま、納豆、卵
モロヘイヤ

＜材料＞

＜主菜＞
肉 魚 卵
大豆製品

＜副菜＞
野菜 きのこ
海藻 いも

＊１日の中で牛乳・乳製品・果物もとりましょう！
よく噛んで食べよう
噛むカムレシピコンテスト

２人分

前橋市食生活改善推進員協議会長賞
☆小学生の部☆

キャベツ
３５ｇ
レタス
２枚
きゅうり
５０ｇ
ミニトマト
４個
ゴーヤ
２０ｇ
豚肉（薄切り）２枚
～ドレッシング～
いりごま 小さじ 1/２
すりごま 小さじ１
みそ
小さじ２
酢
小さじ１
塩
少々
砂糖
小さじ１
しょうゆ 小さじ１/６
マヨネーズ小さじ１

●前橋市立宮城小５年生(Ｈ２８年度)のレシピです●

＜作り方＞
①ゴーヤはわたを取って薄く切り、塩でもみ、
ゆでる。冷ましてから絞っておく
キャベツは細切り、きゅうりは薄切りにし、
塩をふって水気を絞る
②豚肉に片栗粉をまぶしてゆで、冷ましておく
③ドレッシングの材料を全て混ぜ合わせておく
④切った野菜と豚肉をドレッシングと和える
⑤レタスをちぎり、ミニトマトと一緒に④を盛
り付ける

ヘルスメイト活動紹介
～桂萱地区～

旬の野菜を使ってお料理してみませんか？

桂萱地区食生活改善推進員は２３名で活動しています。
６年前から地域交流事業として桂萱中学校の２年生と一
緒に郷土料理の「おきりこみ」を作っています。野菜を沢

山使い、薄味に仕上げます。生徒から「粉からうどんを作
れて楽しかった」「郷土料理を作るという貴重な体験がで
きた」「薄味で美味しかった」などといった声が聞かれま
した。これからも地域に根ざした活動を続けていきたいと
思います。

担当

平松

＜きゅうり＞
きゅうりは約９５％が水分で、体の熱を下げる作用
があります。また、カリウムを豊富に含むので、ナ
トリウム排泄を促し血圧を下げる作用もあります。
みずみずしく歯ごたえがあり、熱い体を癒してくれ
る夏にはかかせない食材です。
～こんなお料理にも～
冷汁、酢の物、太巻きや混ぜ寿司の具 など

お問い合わせ：前橋市 健康増進課

電話２２０－５７８３

平成２９年
秋号
No.３７

前橋市食生活改善推進員協議会
毎月 19 日は ‘食育の日’ 「いただきます」 食べて語ろう 食卓で

食中毒を予防しよう
食中毒は１年を通して起こります。下記の３原則を守り、日頃から予防をこころがけましょう。

食中毒予防の３原則
１．菌をつけない
手や食品、調理器具はしっかりきれいに洗いましょ
う。食品はふたやラップで覆って保存しましょう。
２．菌を増やさない
食品購入後は、速やかに冷蔵庫で保存しましょう。
調理後は、なるべく早く食べるようにしましょう。
３．菌を殺す
食品は十分に火を通し、調理器具は定期的に消毒し
ましょう。
☆ポイント
ウイルスを持ち込まない・ひろげないことも重要です。
健康管理をしっかり行い、嘔吐・下痢の症状がある場合は
調理を行わないようにしましょう。

＜参照＞厚生労働省ホームページより

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☆

●前橋市立清里小３年生(Ｈ２８年度)のレシピです●

＜材料＞
２人分
切り昆布
１０ｇ
えだまめ
１５ｇ
桜えび
１０ｇ
食べる煮干し １０ｇ
コーン缶
２５ｇ
天ぷら粉
５０ｇ
冷水
７０ml
サラダ油
適量

ヘルスメイト活動紹介
～東地区～

＜作り方＞
①切り昆布は水で戻して、３ｃｍに切る。
②天ぷら粉に冷水を入れて生地を作る。
③生地にえだまめ、桜えび、煮干し、コーン、
①の切り昆布を入れて混ぜる。
④１８０℃の油に③をすくって入れ、３～４
分揚げる。

旬の野菜を使ってお料理してみませんか？
＜さといも＞

毎年、東公民館で乳幼児の保護者を対象とした「家庭

カリウム、食物繊維を多く含むため、高血圧予防や血

教育学級」を開催しています。教室では、食育の話や調

中コレステロール値の低下に効果があります。また、ぬ

理実習を行っています。７月は郷土料理とおやつの紹介

めり成分は免疫力を高めるので、風邪予防にもなりま

として、すいとんとじゃがいももちを作りました。参加

す。煮物や汁物に合うのでこれからの季節にはかかせな

者からは「おやつの参考になった」
「子どもと一緒に食べ

い食材です。

られて良かった」といった感想がありました。これから

～こんなお料理に～

味噌がらめ、白煮、けんちん汁など
も地域のつながりを大切に、地域活動を行っていきます。
担当 野口
お問い合わせ：前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

平成２９年
冬号
No.３８

前橋市食生活改善推進員協議会
毎月 19 日は ‘食育の日’ 「いただきます」 食べて語ろう 食卓で

健やかな長寿のために
日本人の平均寿命は男女共に、世界でもトップクラスです
<群馬県の平均寿命と健康寿命＞
平均寿命
健康寿命
差
男性
79.85 歳
71.64 歳
8.21 歳
女性
86.37 歳
75.27 歳
11.1 歳
（Ｈ２７群馬県統計情報提供システムより）

平均寿命と健康寿命（健康で暮らせる期間）には
１０年近く差があります。
健康寿命を伸ばせるような食生活を送りましょう！

～長寿のための食生活のポイント～
①１日３食
規則正しく食べましょう

②良質なたんぱく質を
十分にとりましょう

③減塩に心がけましょう

１食でも抜いてしまうと、１日
の必要な栄養をとるのが難し
くなります。１日３食食べて
生活リズムを整えましょう。

たんぱく質が不足すると栄養
状態が悪くなります。魚・肉・
卵・大豆製品を偏りなく
とりましょう。

食塩のとり過ぎは高血圧な
ど生活習慣病につながりま
す。日頃より、うす味に慣れ
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

前橋市教育長賞
☆中学生の部☆

＜材料＞

２人分

れんこん
1００ｇ
いんげん
２０ｇ
豚肩ロース肉 １２０ｇ
大さじ１/２
Ａ 酒
塩・こしょう少々
油
小さじ１
みそ
大さじ１/４
砂糖
大さじ１/４
Ｂ
しょうゆ
小さじ１/４
みりん
大さじ１/４
一味唐辛子 少々
白ごま
小さじ１/４

●前橋市立第一中学校１年生(Ｈ２８年度)のレシピです●

＜作り方＞
①れんこんは５ｍｍくらいに切る。
いんげんは熱湯で茹で、半分に切る。
②豚肉は１ｃｍ幅に切ってＡで下味をつける。
③フライパンに油を入れ、れんこんを炒める。
焼き色がついたら取り出しておく。
④フライパンで豚肉を炒め、Ｂの調味料を入れ
る。れんこん・いんげんも入れて炒める。
⑤仕上げに白ごまをふりかける。

ヘルスメイト活動紹介
～元総社地区～

旬の野菜を使ってお料理してみませんか？
＜ごぼう＞

元総社地区は１３名で活動しています。地区の行事で
は、前橋産の豚肉を使った料理を提供しています。５月
に行われた「のびゆくこどものつどい」では‘とんとん

丼‘を作りました。とんとん丼は元総社地区オリジナル
で、豚肉・玉ねぎを甘く煮付けてごはんの上にのせる丼
ぶりです。子どもや高齢者にも人気で、
「美味しい！」と
大変好評でした。これからも地区の皆さんの健康的な生
活をサポートしていきたいと思います。

担当

森

食物繊維が多く含まれ、腸内環境を整える効果の
高い野菜です。便秘解消やコレステロール値を下げ
る、血糖値の上昇を抑制するなどの効果もあります。
炒め物、煮物や汁物などこれからの季節にかかせな
い食材です。
～こんなお料理に～
きんぴら、煮しめ、呉汁、五目豆煮

お問い合わせ：前橋市

健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３０年
新春号
No.３９

前橋市食生活改善推進員協議会
毎月 19 日は ‘食育の日’ 「いただきます」 食べて語ろう 食卓で

感染症から身を守ろう
寒くなると、インフルエンザ等の感染症が流行します。
感染を防ぐにはウイルスを体内に侵入させないことが大切です。

～感染予防のポイント～

健康管理

適度な湿度を保つ

免疫力が下がっていると感染しやす

空気が乾燥すると、のど粘膜の防御

くなります。十分な睡眠とバランス

機能が低下します。加湿器などを使

の良い食事を心がけましょう。

い５０～６０％くらいの湿度を保つ

正しい手洗い
私たちの手には雑菌やウイルスが付
着しています。帰宅時や調理前後、
食事前などこまめに洗いましょう。

と効果的です。

免疫力をアップさせる食材例
バナナ、キャベツ、ヨーグルト、にんにく、だいこん、れんこん、にら、卵、納豆、レバー
～参考 政府広報「インフルエンザの感染を防ぐポイント」より～
よく噛んで食べよう
噛むカムレシピコンテスト

前橋市食生活改善推進員協議会長賞
☆中学生の部☆
●前橋市立第三中学校１年生(Ｈ２８年度)のレシピです●

＜作り方＞
①木綿豆腐は水切りする。
枝豆はゆでてさやから出す。
ごぼうはささがきにする。
たこ・しいたけは薄く切る。
②すりおろしたやまいもと木綿豆腐・塩・みそ
をボウルに入れ、木べらで混ぜる。さらに桜
えび・たこ・枝豆・片栗粉を加えて混ぜる。
③②を小判型に丸めて薄力粉をつけ、キツネ色
になるまで揚げる。

２人分

木綿豆腐
枝豆
ごぼう
やまいも
しいたけ
たこ
塩
みそ
桜えび
片栗粉
薄力粉
揚げ油

1６０ｇ
３０ｇ
１０ｇ
４０ｇ
１枚
３５ｇ
少々
小さじ１/２
大さじ１/２
大さじ１/２
適量
適量

旬の野菜を使ってお料理してみませんか？

ヘルスメイト活動紹介
～総社地区～

＜だいこん＞

総社地区は１９名で活動しています。総社地区には古
墳や史跡が豊富にあります。２年に１度、総社城主秋元
氏を偲ぶ「総社秋元公歴史まつり」を開催しています。
昨年１１月に開催され、来場者に「あきもと汁」を配布
しました。
「あきもと汁」とはけんちん汁に秋元公の好物
であったと言われるちくわを入れた汁物です。野菜がた
くさん入っており、子どもから高齢者の方に“おいしい”
と好評でした。

担当

＜材料＞

大山

秋から冬にかけて甘みが強くなり、水分をたっぷりと含
んできます。根の部分はビタミン C や消化酵素が豊富で
す。この酵素は胃腸の働きをととのえてくれます。葉にも
ビタミン C、カロテン、カルシウム、食物繊維がたっぷり
です。だいこんは余すところなく使える食材です。

～こんなお料理に～
おきりこみ、煮しめ、豚汁、紅白なます

お問い合わせ：前橋市

健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３０年
春号
No４０

前橋市食生活改善推進員協議会
毎月 19 日は ‘食育の日’ 「いただきます」 食べて語ろう 食卓で

季節の変わり目は気温の変化が激しいため、体調を崩しやすくなります。
免疫力を高める食品を食事に取り入れ、生活習慣を見直してみましょう。

免疫力のアップとは・・
えき

要因を改善することがカギ！

まぬが

疫【病気】を 免 れる力（病気を
寄せ付けない力）を高める

免疫力低下となる要因
・栄養不足
・ストレス
・体力の低下 ・睡眠不足
さまざまな要因があります

～食事のポイント～
②ビタミンをとろう

①たんぱく質をとろう
免疫力を担う免疫細胞の主成分
はたんぱく質です。たんぱく質を
多く含む食品（肉・魚・卵・大豆
製品）をとりましょう。

③腸内環境をととのえよう

ビタミン（A/C/E）には抗酸化作
用があり、細胞の破壊を防いでく
れます。ビタミンを多く含む緑黄
色野菜や果物をとりましょう。

免疫細胞の７０％は腸内にいるとい
われています。腸内環境をととのえ
てくれる食物繊維を多く含む野菜や
発酵食品をとりましょう。

よく噛んで食べよう
噛むカムレシピコンテスト

＜材料＞
２人分
キャベツ
６５ｇ
にんじん
１５ｇ
にら
１２ｇ
しめじ
２５ｇ
めんつゆ（３倍濃縮）
小さじ１
塩・こしょう 少々
油
大さじ１
卵
２個
ウインナー
２本

前橋市学校歯科医会長賞
☆小学生の部☆
●前橋市立宮城小学校５年生(Ｈ２８年度)のレシピです●

＜作り方＞
①キャベツとにんじんはせん切りにする
にらは３ｃｍ、しめじは半分に、ウインナーは
４等分に切る
②ボウルに切った材料と卵を入れ、めんつゆと
塩・こしょうを入れて混ぜる
③フライパンに油を入れ、②を入れて弱火でじ
っくり焼く
④片面が焼けたらひっくり返してさらに２分
焼く

旬の野菜を使ってお料理してみませんか？

ヘルスメイト活動紹介
～南橘地区～

＜なばな＞

南橘公民館で年に２回、「元気ひろげ体操教室」を
行っています。教室では健康づくりやロコモ予防の運
動を行い、参加者に生活習慣予防につながる減塩方法
や食事のバランスの大切さの話をしています。これか
らも運動の大切さとバランスの良い食事の普及に努
め、地域の健康づくりに貢献していきたいと思いま
す。

担当

栗原

菜種油がとれることから「あぶら菜」という名前で
もよく知られています。春の訪れを告げる野菜として
広く親しまれています。
ビタミン類やミネラル類を豊富に含み、とくにビタ
ミン C は野菜の中ではトップクラスです。おひたし
などシンプルな料理にすると季節感が出ます。
～こんなお料理に～
おひたし、ごま和え、吸い物、サラダ

お問い合わせ：前橋市

健康増進課 電話２２０－５７８３

