平成３０年
初夏号
Ｎｏ.４１
あなたもなれます♪
しょっかい

“食改さん”
食生活改善推進員

健康大学とは

健康に過ごすための基礎となる「食」
について学び、まずは自分自身の健康、
そして家族やご近所さん、地域の方へ
と健康づくりの輪を広げていく、全国
組織のボランティアです。
前橋市では現在３８５名の方がそれ
ぞれの地区で活動を行っています。

食生活改善推進員になるための養成講座です。
栄養・調理・食品衛生などいろいろなことを学びます。
自分の食生活を見直し、翌年から食改の仲間として
一緒に活動しませんか♪

地域における活動

「食」を通じて
人と人とのつながりの
輪をひろげませんか？

小学生の部
平成 29 年度
市長賞
噛むカムレシピコンテスト入賞作品

めだまコロッケ

健康大学終了後
食生活改善推進員として活動開始

・料理教室の開催
・対話による普及
・市事業、公民館事業
の協働
など

材料（２人分）
うずらの卵
… ４個
じゃがいも
… 300ｇ
たまねぎ
… 50ｇ
ごぼう
… 5ｇ
Ａ にんじん
… 10ｇ
しいたけ
… 1枚
ひじきの水煮 … 10ｇ
豚ひき肉
… 50ｇ
塩
… 2 つまみ
こしょう
… 少々
油
… 大さじ１
卵
… １個
小麦粉・パン粉・揚げ油…適量

ヘルスメイト活動紹介
～清里地区～
現在は会員 11 名でお互いに助け合いながら活動して
います。おやこの食育教室や男性料理教室のほか、

自己学習活動
・県や市の研修会
・食に関する講習会
・地区間交流会
など

作り方
①うずらの卵を茹で、殻をむく。
②じゃがいもを蒸し器で蒸す。
③Ａをすべてみじん切りにする。
④なべに油を入れ、③の野菜・
ひき肉・塩・こしょうを入れ
火が通るまで炒める。
⑤ボウルに②のじゃがいもを入れ
てつぶし、④とひじきを加えて
よく混ぜる。このタネを 4 等分
にし、うずらの卵を中央に入れ
て俵型に成形する。
⑥小麦粉・とき卵・パン粉の順に
つけ、180℃の油で揚げる。

初代食育推進計画の策定より
10 年が経ち今年度より第 3 次と
なりました ☆標語をご紹介☆

のびゆく子どものつどい、地区文化祭、さくらもちづくり
等、地域活動を盛んに行っています。夏祭りには清里
の名産「えだまめ」入りのかりんとうを作っています。
これからも地域のみなさんと楽しく地産地消の推進
や食育の普及をしていきたいと思います。
【発行】前橋市食生活改善推進員協議会（担当：栗原）

【お問い合わせ】前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３０年
夏号
Ｎｏ.４２

朝ごはんを食べる習慣をつける
よく眠れない、１日中だるいという人は、栄養不足が原因の可能性も。
自然な眠りを促す睡眠ホルモン（メラトニン）が十分に分泌されるためには、
その材料となる栄養素を朝食でしっかり摂取しておくことが大切です。
また、まずはコップ１杯の水を飲むと胃腸が刺激されて身体が目覚めます。
食欲がないときは特におすすめ。まずはコップ１杯の水で身体を起こし、
バランスのよい朝食を食べて目覚めスッキリの習慣をつけましょう☆

朝日を浴びる
「幸福ホルモン」とも呼ばれるセロトニンが
分泌され、身体を活動モードに変えてくれます。
起きたらまず朝日を浴びて体内時計をリセット！

小学生の部
教育長賞
平成 29 年度
噛むカムレシピコンテスト入賞作品

枝豆の
チキンナゲット

ストレッチをする
軽いストレッチも効果的。起きたら布団の中で
手足をグーパーする、左右にゴロゴロ動くなど
ゆっくりとした動きで、身体をほぐしましょう。

◆材料（２人分）
・鶏むねひき肉 … 200ｇ
・鶏がらスープの素 … 小さじ 1
・塩
… 少々
Ａ ・もめん豆腐 … 100ｇ
・片栗粉
… 大さじ 3 ・こしょう
… 少々
・枝豆（さや付）… 100ｇ

・サラダ油 … 大さじ 3~4

◆作り方
① 枝豆はゆでて、さやから豆を取り出す。
② ボウルに（Ａ）を入れて混ぜ、混ざったら①を加え混ぜる。
③ フライパンにサラダ油を入れ、中火で熱する。
あたたまったら②をスプーンですくって形を整えながら入れる。
④ 片面ずつきつね色になるまで揚げ焼きにする。

ヘルスメイト活動紹介
～永明地区～
新しい会員が４人加わり、２０人で活動しています。
市内２３地区で開催する「はっぴぃ健康クッキング」「お
やこの食育教室」のほか、「夏休みこどもステーション」
「シニア元気塾」「男性料理教室」「郷土料理教室」等を

① 生涯健康なからだをつくる
② 豊かなこころをはぐくむ
③ 地域の食文化をつたえる
④ 食の安全・安心をまもる

開催。また、健康ウォーキングでとんとん汁を作ってい

この４つの基本目標を達成するため、市では年代別

ます。これからも地域のみなさんと食を通じて交流し、

のさまざまな教室を開催しています。食生活改善推

バランスのよい食生活の普及に努めていきます。

進員活動もその一環です。ぜひご参加ください♪

【発行】前橋市食生活改善推進員協議会（担当：栗林）

【お問い合わせ】前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３０年
秋号
Ｎｏ.４３

災害レベルの暑さが続いた今年の夏。冷たいものば
かり食べたり、長時間冷房の効いた部屋で過ごした
りといった生活習慣を送ってきた方は要注意！
夏の生活習慣による冷えが原因で、自律神経が乱れ
秋口になって疲れやだるさなどの不調があらわれ
ることを「秋バテ」といいます。
夏の冷えを解消して、秋を元気に過ごしましょう♪

秋バテと「味覚の秋」
「食欲の秋」
おいしい食材が豊富な時期ですが、食欲が戻った
からと夏の反動で食べすぎてしまい、弱った胃腸
に負担をかけるのは考えもの。ポイントを押さえ
て、胃腸のはたらきを整えましょう。
食事のほかにも入浴や運動、衣服の調節等で身体
をあたためることも大切です。
中学生の部
平成 29 年度
市長賞
噛むカムレシピコンテスト入賞作品

ピリ辛
シャキシャキサラダ

秋バテ予防！食事のポイント

主食・副菜・主菜をそろえた食事を１日３回規則
正しく食べることで、栄養バランスのよい食事と
なり、生活リズムも整います。

サンマのつけあわせには大根おろし、豚肉にネギ
やしょうが等を組み合わせると、栄養素の消化・
吸収がよくなります。また、ネギやしょうがには
身体をあたためる効果もあるので、夏の冷え解消
にもぴったりです☆

材料（２人分）
切干大根
… 20ｇ
塩昆布
… 10ｇ
かいわれ大根 … 1/2 パック
かにかま
… 40ｇ
たこ
… 50ｇ
【ドレッシング】
豆板醤
… 小さじ 1/4
しょうゆ
… 大さじ 2/3
砂糖
… 大さじ 1/4
酢
… 大さじ 1/2
顆粒中華だし… 小さじ 1/8
湯
… 大さじ 3/4
ごま油
… 小さじ 1/4

ヘルスメイト活動紹介
～城南地区～
子育て中のママから親子で所属している会員など、
幅広い年齢層の個性豊かな 23 名で活動しています。
毎年 11 月に開催される地区文化祭では、野菜や果物

作り方
①切干大根を水につけてもどし、
さっと茹でて水気をしぼる。
②かにかまはほぐし、たこは
食べやすい大きさに切る。
③かいわれ大根は根元を切り、
よく洗ってキッチンペーパー
で水気をとる。
④顆粒中華だしをお湯で溶かし、
ドレッシングの材料をすべて
混ぜ合わせる。
⑤ボウルに①～③すべての食材と
ドレッシングを入れ、和えたら
器に盛る。

野菜の摂取目標量は
１日３５０ｇです
お浸しや、具だくさんの汁物
など１日５皿以上の野菜料理
を食べるようにしましょう♪

を使った簡単な手作りおやつの試食とレシピの配布を
行っています。また、食の交流会では災害等の非常時
に役立つポリ袋を使ったエコ調理法を実施するなど、
地域で食事の大切さや健康の普及に努めています。
【発行】前橋市食生活改善推進員協議会（担当：平松・栗原）

【お問い合わせ】前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３０年
冬号
Ｎｏ.４４

「りんご１個で医者知らず」
「りんごが赤くなると医者が青くなる」
そんなことわざがあるように、りんごには
風邪予防の栄養素が豊富です

冬の寒さによる身体の冷えや、年末の忙しさで体力
が低下し、空気も乾燥しているために風邪をひきや
すい時期です。抵抗力を高める食習慣を知り、菌や
ウイルスに負けないからだづくりをしましょう！

主食・副菜・主菜は、それぞれからだにとって必要な
はたらきがあるため、毎食そろえることが大切です。
主食 ･･･ ごはん、パン、めんなど
エネルギー源となる
副菜 ･･･ 野菜、いも、海藻、きのこが主のおかず
からだの調子を整える
主菜 ･･･ 肉、魚、卵、大豆製品が主のおかず
筋肉や骨などからだをつくるもとになる
＜中学生の部＞
学校歯科医
会長賞
平成 29 年度
噛むカムレシピコンテスト入賞作品

野菜のチキンロール

●ビタミンＡ
鼻やのどの粘膜を保護し、菌やウイルスの侵入を防ぐ。
にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、レバー等に多く含まれる。
●ビタミンＣ
コラーゲンを合成し、血管を丈夫にすることで感染を防ぐ。
抗酸化作用、抗ストレス作用でからだを守る。
果物や野菜全般に多く含まれる。
●しょうが、ねぎ、にんにく、シナモン等
からだの内側からあたためることで、免疫力を高める。

■材料（２人分）■
鶏もも肉
… 1枚
にんじん
… 50ｇ
ごぼう
… 65ｇ
えのきだけ … 50ｇ
塩・こしょう … 少々
サラダ油
… 大さじ 1/2

しょうゆ
はちみつ
みりん
酒

A

…
…
…
…
…
…

大さじ 1
大さじ 1/4
大さじ 1/4
小さじ 3/4
大さじ 3/4
1～2cm

①切り込みを入れた肉とＡをビニール袋に入れ 15～20 分置く。
②野菜は肉の大きさに合わせて細長く切る。
えのきだけは石づきを落としてほぐす。
③キッチンペーパーで肉の水分をとり、軽く塩・こしょうを
ふって②を巻き込む。ラップにくるみ 600Ｗのレンジで 3 分、
裏返してさらに 3 分加熱する。フライパンに油を熱し、焼く。
焼き色がついたら肉を漬けておいたＡを注ぎ、絡めつつ焼く。

ヘルスメイト活動紹介
～大胡地区～
会員 28 人で協力し合いながら活動しています。
毎年秋の体育祭では、1200 食の「ヘルシーとん汁」を

バランスのよい食事
基本は「主食・副菜・主菜」をそろえること
「牛乳・乳製品」と「果物」も忘れずに♪

参加者に提供し、高血圧予防や生活習慣病予防のお
声がけをしています。地域でとれた野菜をたっぷり使っ
たとん汁は、うす味ですが野菜のうまみがよく出ており
毎年好評です。これからも地域のつながりを大切に、
食を通じて健康の輪を広げていきたいです。
【発行】前橋市食生活改善推進員協議会（担当：野口・山口）

【お問い合わせ】前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３１年
新春号
Ｎｏ.４５

健康長寿を目指すには、さまざまな食品から栄養素を補い、からだの機能や
筋肉を維持することが大切です。「さあにぎやかにいただく」※1 の 10 食品群の
うち、1 日 7 品目以上※2 をとるようにしましょう。
※1 熊谷修ほか「日本公衆衛生雑誌」2002；50；1117-1124
（「さあにぎやかにいただく」の語呂合わせはロコモチャレンジ推進協議会による）
※2 東京都健康長寿医療センター研究所 健康長寿ガイドライン策定委員会

健康寿命とは、
「日常生活で支援や介護を要しない
自立して生活できる期間」のこと。
平均寿命と健康長寿の差が小さい
ほど“健康で長生き”できる期間が
長いということになります。
この 10 品目は、おもに主菜・副菜（おかず）の材料になるものです。
食事の際は、主食（ごはん・パン・麺）と組み合わせると、バランスが◎

牛乳・乳製品と果物は
１日のどこかで取り入れて。

参照：前橋市役所 長寿包括ケア課 「広げよう介護予防の輪 vol.4」 平成 30 年 9 月 1 日発行

＜小学生の部＞
学校歯科医
会長賞

平成 29 年度
噛むカムレシピコンテスト入賞作品

かむかむクッキー

■材料（２人分）■
ｵｰﾄﾐｰﾙ
小麦粉
砂糖
サラダ油
牛乳
ﾐｯｸｽﾅｯﾂ
ﾁｮｺﾚｰﾄ
レーズン
すりごま
シナモン

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1/2 ｶｯﾌﾟ
大さじ 1
大さじ 1/2
大さじ 1
大さじ 2
20ｇ
10g
10ｇ
15ｇ
少々

お子さんと一緒に作れる
簡単レシピです☆
バレンタインにもおすすめ
☺

ヘルスメイト活動紹介
～宮城地区～
赤城山のふもとで、野菜作りや畜産業が盛んな宮城
地区。現在９人の会員で活動しています。
秋の文化祭と同時開催の「いいもん祭り」では、毎年
さつまいもの入った“いいもんケーキ”を配布し、好評を
得ています。地産地消をモットーに、地元の米や野菜を
活用しています。これからも私たちの活動が地域の皆
さんに広く伝えられ、健康づくりにつながっていくように
努めていきたいと思います。
【発行】前橋市食生活改善推進員協議会（担当：森・北爪）

①オートミール・小麦粉・砂糖をボウル
に入れてよく混ぜ合わせる。
②サラダ油を加えてよく混ぜる。
③ミックスナッツをビニール袋に入れ、
食感が残る大きさに砕く。
④チョコレート、レーズンは粒が残る
程度に包丁で刻む。
⑤すりごま・シナモン・③・④を②に
入れてよく混ぜる。牛乳を加え、生地
がしっとりするまで混ぜる。
⑥天板にクッキングシートを敷き、⑤を
適量すくい、クッキー型等で形を整え
ながら生地を並べる。
⑦170℃に予熱したオーブンで、15～20
分焼く。

「食育」ってなに？
何か特別なことをするわけではありません。
食事の前には手を洗うこと、買い物に行ったり箸を
並べたりして食事の支度や調理に関わること、
「いただきます」
「ごちそうさま」の挨拶、
食事をしながらの「おいしいね」
「この野菜は〇〇でとれたものだよ」
「これも食べてごらん」といった会話。
このような日々の食事に関わる
さまざまな積み重ねが、食育につながります。
【お問い合わせ】前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

平成３１年
春号
Ｎｏ.４６

今年もこの季節がやってきました。長年の付き合いの方も、自分はいつ始まるだろうかと戦々恐々としている方も、できることに
取り組んで、できるだけ症状を軽くしたいものですね。厚労省おすすめのセルフケアと、食事のポイントをお伝えします。

花粉症対策におすすめの食品

＜体内に入る花粉を少なくするために＞
□外出時には、マスク・めがねをする
□花粉が付きにくい綿や化学繊維の衣服を着る
□花粉飛散が多い時は、窓の開閉に注意する
□帰宅後は、手洗い・うがい・洗顔をする
＜症状を悪化させないために＞

てん ち ゃ

●れんこん、しそ、甜茶
それぞれに含まれるポリフェノールが、アレルギーを起こす抗体の
発生を抑える働きをするとの研究結果があります。
●ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ
発酵食品は腸内環境を整えるため、アレルギー症状を緩和します。
野菜や海藻など、食物繊維の多い食品も積極的にとりましょう。

□ストレスをためない

花粉症の人は要注意！花粉の時期に控えたい食品

□睡眠時間を確保する
□お酒を飲みすぎない
□軽い運動をする

参考：厚生労働省 HP

●トマト、メロン、りんご、キウイフルーツ等
花粉症の原因花粉と関連のあるアレルゲンが含まれており、食べた
直後に、口の中やノドの違和感、かゆみ、くちびるの腫れ等の症状が
現れる「口腔アレルギー症候群」を引き起こす可能性があります。

＜小学生の部＞
食生活改善推進員
協議会会長賞

平成 29 年度
噛むカムレシピコンテスト入賞作品

カムサク
肉巻きピーマン

■材料（２人分）■
ピーマン
りんご
にんじん
A
れんこん
しいたけ
ピザ用チーズ
豚ロース肉
油
塩・こしょう

…
…
…
…
…
…
…
…
…

4個
40ｇ
40ｇ
10ｇ
1枚
20ｇ
4枚
適量
少々

＜作り方＞
①ピーマンのへたを切り落とし、種を
取り出す。
②A の材料をみじん切りにして炒める。
③粗熱をとった A の材料とチーズを混
ぜ、ピーマンに詰める。
④ピーマンに豚肉を巻く。
⑤油を入れたフライパンでよく焼き、
塩・こしょうをふる。
お好みでポン酢をつけても良い。

★ワンポイント★
・ピーマンのヘタを切り落としたあと、まわりの食べられる部分も刻んで
入れると、食材のむだがなく、具材の彩りもよくなります。
・A の具材は、ハンパに余った食材で、いろいろとアレンジができます。

ヘルスメイト活動紹介
～粕川地区～
春にはお花見ウォーキングの交流会で焼きそばや焼
きまんじゅう等を作り、夏には小学生や親子を対象とし
た調理実習のサポートをしています。また、秋には炊き
出し訓練でおにぎりや豚汁作りを行い、参加した粕川
中学校の生徒より「学校生活とは違った貴重な経験が
でき、これからの自分の生活に役立てたい」との感想を
いただきました。これからも、四季折々の地域のつなが
りを大切に、地域活動を行っていきます。
【発行】前橋市食生活改善推進員協議会（担当：大山・田村）

よく噛み、味わって食べよう
毎日のお食事、ついつい早食いしていませんか？
早食いの人は、そうでない人に比べて“肥満者の割
合が高い”というデータが数多くあります。よく噛
んで食べると、食べすぎや血糖値の急上昇を防ぎま
す。
せっかくのお食事。ゆっくりよく噛んで、会話を
楽しみながら味わって食べる習慣を
身につけませんか。一口入れたら飲み
込むまで箸を置いたり、左右１０回ず
つ噛んだり、工夫してみましょう♪
【お問い合わせ】前橋市 健康増進課 電話２２０－５７８３

