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桜花爛漫の候。

貴施設いよいよご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃は当協議会に格別のお引き立てをいた

だき、厚く御礼を申し上げます。また、東京都多摩立川保健所、各支部の給食研究会には日頃ご

協力いただき、感謝申し上げます。

2015年日本人の食摂取基準が発表され、施設基準を設け直し、ご苦労されたことと思います。

生活習慣病の重症化予防が付け加えられました。高齢化の進展や糖尿病などの生活習慣病有病者

が増加し、食習慣の見直しを対応なければならないとたことが有病者も対象となった要因です。

対象が健康な個人、集団だけでなく高血圧や高血糖、腎機能低下や脂質異常など保健指導レベル

にまであるものも含まれ、エネルギー摂取量もＢＭＩを目標として示し、適正に維持することな

どの大きな変更点がありました。

多摩立川保健所地区施設給食協議会の活動の中に、様々な事業がありますが食事展を重要な事業

にしています。2015年9月に行われたイオンモール武蔵村山では多くの方々にご参加いただき、

ご好評をいただいています。このイベントではご年配者、乳幼児をお連れの男女、学生、社会に

出たばかりの若者等たくさんの方々が来場してくださり興味あるコーナーに参加してくださって

います。比較的乳幼児をお連れの年代が多い、との印象を受けます。

このイベントで思うことは、栄養教育の大切さです。小さなお子さんの時から、食品群別が理解

でき、食事バランスがとれる食事ができたら好き嫌いなく食べることが出来たら食習慣病は減ら

せるのではないか。働き盛りの年代、どのように食品を選べば体力が維持されるのか理解し行動

できる、しっかり食べ元気で、生きがいを持ち有病者とならずに一生を終えることが出来たら。

それはみんなの願いでもあるような気がします。ある方から「果物は体にいいのでたくさん食べ

るようにしています。スイカなら1個、ブドウは巨峰なら1房、りんごは4個・・」というよう

な話を伺ったことがありました。確かに果物は体に良いのですが、バランスを理解できなかった

為に逆効果になってしまいます。チョコレートは登山家が非常食料とするほど高カロリー高糖質

食品で、それで命が助かるかもしれませんが毎日大量に摂取しては健康を損ねてしまいます。

カップ麺も然り。後進国の食糧援助では1日のエネルギーを賄える優秀な食品ですが私たちが日

常的に摂取してはどうでしょう。食に携わる私たちは何をどれだけ、どの年代の方にも役に立つ

栄養情報の提供ができるようにアンテナを張っておいていただきたいと思います。また、内容を

伝えるスキルも必要で、興味を持って聞いた話をずっと忘れられないように工夫する必要があり

ます。

食に関わる者として日々の業務に付け加えそれらについても互いに話し合える場を多摩立川保

健所地区施設給食協議会が役割を果たせたら、と祈念しております。今年度も活動に際しまして

ご理解を賜りますと共にご指導ご鞭撻をお願いし、ご挨拶とさせ頂きます。

多摩立川保健所地区施設給食協議会会長西砂川病院 管理栄養士 木村恵美子
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健康づくりに向けて
東京都多摩立川保健所長 早川 和男

多摩立川保健所施設給食協議会会員施設の皆様には、日頃から、食事展

の開催や給食施設に関する研究活動を通じて、各施設の給食利用者のみな

らず地域住民の健康増進に多大な貢献をされておりますことに深く敬意を

表するとともに、保健所の様々な事業に対する御協力に対し、厚く御礼申

し上げます。

当保健所では平成25年9月に「東京都北多摩西部保健医療圏地域保健医

療推進プラン」を改定し、地域の保健・医療・福祉を総合的に推進してい

ます。栄養・食生活分野では「地域における食を通した健康づくりを推進

する」ことを重点プランと位置付け、「給食施設における健康的な食生活

を送るための情報発信」を増やすことを目標としています。このプランは

平成25年度から29年度の5か年計画であるため、昨年度中間評価案を策

定し、プランの進行管理を行う生活衛生部会で進捗状況を報告しました。

給食施設からの情報発信については各委員からたくさんの御意見をいただ

き、健康づくりにおける給食施設の皆様に対する期待・注目の高さが改め

て感じられました。

今後も皆様には、これまで以上に給食への栄養成分表示や健康に配慮し

たメニューの提供等を通じ健康・栄養情報を発信することにより、利用者

のみならず、その御家族の行動変容をサポートしていただきたいと考えて

おりますので、御理解と御協力をお願いいたします。

多摩立川保健所は建て替え工事のため、下記の仮庁舎へ移転しました。

移転先：〒190－0021

立川市羽衣町二丁目６３番

最寄駅 JR南武線「西国立駅」 徒歩約９分

※電話番号、FAX番号は変更ありません。

移転期間：平成28年2月15日から平成32年5月末まで（予定）

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力を

お願いいたします。
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平成27年11月25日（水曜日）、立川市女性総合センターアイムにおいて神奈川工科大学教

授応用バイオ科学部栄養生命学科 餐場直美先生をお招きし「野菜で健康生活」をテーマに講

演して頂きました。先生はNHKの今日の健康に多くご出演されています。

今回のテーマである「野菜で健康生活」にはサブタイトルがあり、「なぜ1日350g必要な

の？」と質問が投げかけられています。会場には野菜摂取を進める側の栄養士・管理栄養士だ

けではなく一般のお客様もいらしていたので、わかりやすくそして先生の巧みな話術で楽しく

解説して頂きました。1日350ｇという数字から「どうしたらそんなに多く摂れるの？」と素

朴な疑問にも具体的なメニューのレシピでご紹介頂きました。

今後もこのような取り組みを通じて健康生活のお手伝いができる栄養士・管理栄養士を目指し

H28年度 事 業 報 告

平成２７年９月５日（土）、イオンモールむさし村山サウスコートにて

第５１回わたしたちの食事展が開催されました。今年のテーマは「ちょうど

良い油と脂・ほどよい量」とし、それに関するパネルの展示やパンフレット

の配布、幅広い世代の方々に参加して頂けるような様々なコーナーを設け、

たくさんの方々に参加して頂きました。

体脂肪測定のコーナーでは脂肪１キロのサンプルを展示し、重さや形に驚い

ている方が多くいました。食事診断のコーナーでは食品サンプルを使用して、

食事のバランスがとれているかをコンピューターでチェックします。日々の

食生活を見直すきっかけになれば良いと思います。食育コーナーでは子ども

向けの箸の練習コーナーを今年から取り入れました。真剣な様子で箸を上手

に持つ子ども達の姿がみられました。

今後も食事展を通じて、食の大切さ楽しさを少しでも多くの方に伝えていき

たいと思います。
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平成28年2月18日（木）に「築地魚河岸場外市場見学ツアー」に

行ってきました。

15名の会員の参加でした。築地は今年の11月に豊洲への移転が

決まっています。大正建築のモダンな風情のある築地市場。その歴

史から競りの様子など、ビデオを見ながら説明を受けました。マグ

ロは一日に1000～2000本の取引があり、場内は約680件の卸

業者が軒を連ねているとの事で、国内最大級の魚市場とあって大変

活気のある現場でした。続いて、4名1組となってツアーガイドの

案内で実際に市場内に入って見学です。

場内には朝9時以降であれば一般人も入る事ができ、大きなマグ

ロを切っている様子なども見る事が出来ました。また、参加者のリ

クエストにも応えてもらい、おススメのお店や選び方を教えてもら

いました。築地は魚以外にも青果市場もあり、近年の美食ブームで

注目の西洋野菜など珍しい野菜やどのような料理に使うのか等、聞

く事が出来ました。

見学後は築地市場付近のお寿司屋さんでランチです。新鮮でおい

しいお寿司を頂きながら会員と交流し、次回は新しい豊洲市場の見

学会にも行ってみたいと思いながら築地を後に解散しました。

施設の特色（給食・栄養改善等）

当園では、生後５７日から就学前までの定員１９４名の子ども達が通う保育園です。栄養士、

調理師合わせて６名で給食、離乳食、アレルギー児対応食を作っています。離乳食、アレル

ギー児対応食においては、個別対応をしています。旬の食材を取り入れた、手作りで安心、安

全、子ども達が喜ぶ、楽しみにしてもらえるような給食、おやつ作りを心がけています。

日々の給食については、月１回の献立会議で園長を始め各クラスの保育士が参加し、子ども

達の食べている様子を聞き、よりよい給食づくりへの意見交換を行うと共に、毎日給食の時間

はクラスで一緒に食べることにより、自らがお手本となって食事のマナーを伝え、おいしい、

楽しいと食べられるような環境設定にも気を配っています。保護者へは毎年学年ごとに試食会

を行い、給食の味付け、食べやすい大きさ、固さを知らせたり、年齢に合わせたマナーや規則

正しく食事をするリズムを作ることの大切さなどの話をしています。

法人内には７つの保育園、１つの児童養護施設があり、月に１回以上各園の栄養士が集まり

会議を開き、法人内の給食発展のために勉強会、意見交換を行っています。

珍しいもの

たくさん♪

ランチは

やっぱり

お寿司
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保育園部門と病院・高齢者部門と分けて行います。

　　保育園部門…永遠のテーマ？の「食育」です。

　　病院・高齢者部門…今、何かと話題の「在宅について」です

　　今後も皆様の興味のあるテーマで一緒に研究していきたいと思います。

児童福祉施設部門 研究会報告 平成27年10月8日 (木曜日)

児童福祉施設部門では『保育園での食育の実践』についての講演会を行いました。

講師の小川美智子先生の保育園栄養士としての長い経験に基づくお話はとても心に響き、

また勉強になりました。現在ではどの保育園でも食育が行われていますが、毎日の食事

や生活の中に色々な素材が存在し、全てが食育に繋がっていくのだと先生はお話しして

いました。

子ども達の身体の成長だけでなく、心の成長にも関わっている私たち栄養士が

もっと頑張りましょうと、とても励まされた思いになった研修でした。

社会福祉施設・病院・事業所・その他部門 研究会報告 平成27年7月17日（金曜日）

社会福祉施設・病院・事業所・その他部門ではこれからは在宅がキーポイントとなる時代

であるため 今年の研究会のテーマを「在宅栄養管理」に決めました。そこで実際に在宅

訪問を積極的に実施している先生をお招きして『在宅訪問管理栄養士の実際と課題』とい

うテーマでご講演頂きました。講師の米山久美子先生は世田谷を中心にご活躍され日々利

用者様のために在宅訪問をしている方です。また、「第6回アジア栄養士会議CD2014)」

にて台湾で発表されたり様々な取り組みも実施されています。

在宅栄養の楽しさ、大変さ等、生の声が聴けるとても良い機会となりました。

運用開始年月日 H27年2月15日
ホームページアドレス http://www.tachishikyo.com

内容は★ホーム

★団体概要

★活動内容

★イベント情報 等を載せています。

開設にあたり、情報開示の確認を致しました。その上で団

体概要に会員施設を掲載しています。

今後は、活動の様子等を載せ、皆様の情報交換の場の一つ

になるよう、作っていきたいと考えています。

立施協のホームページは

ご覧になりましたか？！



住所：昭島市玉川町4丁目6番32号

ＴＥＬ：042-541-0176

ＦＡＸ：042-545-4782

当院の栄養科は診療技術部門に属し病

院管理栄養士４名、委託会社（栄養士

２名、調理師３名、調理補助員１０

名）の総勢1９名でおいしい給食の提

供と栄養サポートの充実を目標に業務

に携わっております。

【竹口病院】

安全な

食事

飽きない
食事

美味しい
食事

患者さんを幸せにする栄養管理（理念）をモットーにしている栄養科です。

臨床業務：病院栄養士 給食業務：委託会社

病院・委託会社と２本の柱で栄養科が成り立っています。

信頼できるパートナーとして日々それぞれの立場で業務をしています。

急性期病棟、療養病棟、回復期リハビリ病棟、地域包括病棟と色々な病棟

があり栄養管理もそれぞれの対象者に合わせて個人対応しています。

各病棟に1名の管理栄養士を配置し、ＮＳＴ専従者に管理栄養士を配置しな

がら多職種連携で患者様の栄養管理を行っています。

栄養科は院内のチーム医療にも参画しています！！

●ＮＳＴチーム ●褥瘡チーム ●嚥下チーム

これらのチームに参加し栄養状態や摂食状況などを他職種と

相談しながらよりよい栄養療法を素早く患者様へアプローチ

できるようにしております。
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〒２０７－００２２

住所：東大和市桜が丘３－４４－１８桜が丘団地17号棟１階

ＴＥＬ：042-541-0176

ＦＡＸ：042-545-4782

【社会福祉法人 蓮花苑 桜が丘保育園】

当園は玉川上水駅から徒歩5分の桜が丘団地1階にあります。0歳児から

5歳児の102名の子ども達が在籍し、「報恩感謝」（社会や自然の恵み

に感謝すること）を理念としながら保育を行っております。

給食室は栄養士3名、調理師1名が在籍しています。旬の食材をたくさん

取り入れたメニューを提案し、子ども達が食べやすい切り方や見た目

などを工夫しながら調理しています。また、それぞれの年齢に応じた

食育活動を保育士と共に行い、食に興味関心をもって成長してほしい

と思います。５歳児クラスでは毎月クッキングを行っていて、友達と

協力しながら作る楽しさを実感しているようです。各クラス年に１度、

保護者を対象にした試食会を実施し、給食の味を知る機会を設け、家

庭での食事作りの参考になればと思います。

＜材料＞  大人 4 人分 

・ロースハム  8 枚      ・マヨネーズ 大さじ２ 

・じゃがいも  3 個      ・塩     ２つまみ 

・人参     1/3 本     ・小麦粉   適量 

・コーン缶   小１缶     ・卵     １個 

・いんげん   ３本      ・パン粉   適量 

・揚げ油   適量 

＜作り方＞ 

① じゃが芋は皮をむき茹でてつぶす。 

② 人参は５ｍｍ角の角切り、いんげんは長さ５ｍｍの長さに切って 

茹でる。 

③ ①と②、コーン缶を混ぜてマヨネーズと塩で味を付ける。 

④ ロースハムに③をのせ、半分に折る。 

⑤ 衣をつけて熱した油で揚げる。 
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食事展等で配布しているレシピは、保育部門で募集し、役員が実際に作って写真撮影
　したものを印刷しています。その中の一部を紹介いたします。

【材料】
ピーマン 2 個 しょうゆ 小さじ１

人参 15 g　　　A みりん 小さじ１
緑豆春雨 20 g だし汁 50ｃｃ
豚ひき肉 30 g (かつおだしまたは中華スープ)

にんにく 少々 塩・こしょう 少々
しょうが 少々 ゴマ油 小さじ１
(にんにく、しょうがはみじん切り
　またはチューブでも良いです）

【栄養素】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 217 ｋｃａｌ
☆大人１人分 蛋白質 7.1 ｇ

脂質 9.7 ｇ
糖質 16.9 ｇ
塩分 1.2 ｇ
食物繊維 0.4 ｇ

【つくり方】

①春雨はぬるま湯で固めに戻し、食べやすい長さに切ります。

②ピーマンと人参は太めの千切りにします。

③フライパンを熱し、ゴマ油、にんにく、しょうがを入れます。

④ひき肉を炒め塩こしょうをし、その後ピーマンと人参も炒めます。

⑤しんなりしてきたら春雨、Aの調味料を加え、さっと炒めて完成です。

【材料】
キャベツ 1 枚 春雨 10ｇ
筍水煮 15 ｇ にんにく 少々
アスパラ 1 本 カレー粉 0.3ｇ
しめじ 15 ｇ 塩 0.6ｇ
赤ピーマン 12 ｇ しょう油 小さじ1弱
豚ひき肉 25 ｇ 油 大さじ1/2

【栄養素】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 86 kcal
☆大人１人分 蛋白質 3.4 ｇ

脂質 5 ｇ
ｶﾙｼｳﾑ 19.8 ｇ
鉄 0.5 ｇ
食塩 0.6 ｇ

【つくり方】

①アスパラ、ピーマン、筍、春雨は茹でます。

②アスパラ、キャベツ、しめじは食べやすい大きさに切り、赤ピーマン、筍はせん切りにします。

③鍋に油を入れ、にんにく、豚ひき肉を炒めます。

④カレー粉を入れ味をしっかりつけます。

⑤ｷｬﾍﾞﾂ、筍、しめじを加え炒め、塩、しょうゆで味をつけます。

⑥最後にアスパラ、赤ピーマン、春雨を入れ味を整えて完成です。

　

レシピ提供施設
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