
① W28 9/23～9/29 テーマ 塩分 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

●献立メニューについての「声」 

・レパートリーが増えて嬉しい。 

・果物の柿っぽくないね、柿とポン酢って意外に合うんだね。 

・大根おろしが効いていてさっぱりしているね。 

・塩分抑えた食事美味しくないけど、これは美味しいね。 

・塩分抑えているのに、しっかり味がついていて美味しい。 

・食べやすくて美味しい。 

・柿を料理して食べるなんて知らなかった。 

・えっ？！果物の柿が入ってるの？すごい珍しいね！ 

・柿の甘みがアクセントになっていて美味しい。 

・簡単！今日の夕飯決まってうれしい。 

・柿を使った料理は駄目かと思ったけど食べたら美味しい。 

・子どもがおいしいと言ったから夕飯はこれにする。 

●「塩分」テーマについての「声」 

・塩分制限中だからとても参考になる。 

・なるほど！あんかけで塩分減らせるのね。 

・ホイル焼と一緒に野菜も調理出来るのが良い。 

・主人のご飯には塩分を取りすぎないように 

 しなきゃいけないから、毎回同じ物が多かった。 

 新たなレパートリーが増えて嬉しい。 

・減塩メニューって自分ではなかなか考えられないよね。 

主菜 副菜 副々菜 

きのこたっぷりの 
秋鮭の野菜あんかけ 

オリーブオイルとレモンで 
いただく、さっぱり根菜サラダ 

豆腐としめじの柿おろしポン酢 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  
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② W29 9/30～10/6 テーマ 脂質 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

根菜牛肉こんにゃく炒め 秋野菜のカレー鶏そぼろあん ブロッコリーの香り和え 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・さっぱりして美味しい。 

・お弁当なんかにいいかもしれない。 

・ゴマの香りが美味しい。 

・美味しい。子供がブロッコリー好きだから、 

 ぜひ作ってみます。 

・ごぼう等や彩りのある野菜を加えても美味しくなりそう。 

・お酢が入っている気がしないね。 

●「脂質」テーマについての「声」 

・マヨネーズで食べがちだったけど、こんな食べ方も 

 いいね。 

・ヘルシーな感じがする。 

・マヨネーズはドレッシングで食べていたから、 

 なんか新しいかも。 

・醤油とおかかの食べ方もあったんだ。 

 さっぱりしていていい。 
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③ W30 10/8～10/13 テーマ 野菜 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

仕上げにチーズ！じゃがいも豚ロールと 
お豆腐豚ロールの饗宴 

特性野菜たっぷりドレッシングでいただく 
アボカドとマグロのサラダ 

春菊しめじにりんごのポンごま和え 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・生で春菊を食べるのは初めて。 

・春菊って生でも食べられるのね！ 

・りんごの甘みと、シャキシャキ感がアクセントになって 

 いて美味しい。 

・さっぱりとしていて美味しい。 

・子どもが苦い野菜好きじゃないけど良く食べてくれた。 

・ごま油とポン酢は家にあるからいいね！ 

●「野菜」テーマについての「声」 

・野菜の摂り方がわかって嬉しい。 

・血圧が高いのでカロリーなどの表記が全て載って 

 いて助かる。毎週楽しみにしている。 

・興味深々で読んでいます。 

・本当に健康的で体によさそう！ 
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④ W31 10/15～10/20 テーマ 塩分 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

旨みがきいた味わい深いスープ！ 
野菜たっぷりの牡蠣鍋 

根菜の定番料理！きんぴらごぼう 
お鍋のサイドメニューにどうぞ。 

大根のピリ辛甘酢漬け 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・甘酢ピリ辛おいしいので今日作ります。 

・美味しい！ 

 家に大根・柚子こしょうがあるから作ってみます。 

・柚子胡椒は鍋やうどん以外に使い方がわからなかった 

 ので驚き！ 

・ピリピリ感があっていいですね。 

 

●「塩分」テーマについての「声」 

・酢と香辛料で減塩出来るのは新しい発見！ 

・減塩に興味があるので食育チラシを読んで勉強します。 

・頭ではわかっていても減塩を実践するのは難しいから 

 献立レシピは助かる。 

・親の健康の為、塩分を気にかけている。 

・10年後も同じ食事をしたいから病気にならないよう 

 塩分を気にしている。 

・家族に糖尿病がいるから塩分を気にかけている。 

・薄味に作っても夫は醤油をかけてしまうのが悩み。 
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⑤ W32 10/22～10/27 テーマ 脂質 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

ハロウィンパーティーにおすすめです！ 
お子さまの大好物！ 

鶏のから揚げに野菜チップもプラス 

電子レンジで秋の味覚を簡単調理！ 
きのこたっぷりマリネ 

白菜のシャキシャキ！りんごの酸味と甘
み！絶妙な組み合わせのミニサラダ 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・さっぱりしていて美味しい。 

・こんな食べ方があるのですね！やってみます。 

・美味しい！今日はりんごを買って家で作ってみます。 

・甘みがあって美味しい。りんごの食感がいい！ 

・白菜ってお鍋しか使わなかったけどサラダもいいわね。 

・家に白菜が残っているからやってみようかな。 

・白菜って生で食べられるんですね！ 

・全然野菜を食べてくれない子なのに 

 これは食べてくれてびっくり。 

・市販のドレッシングかと思った、美味しいね。 

・常に家にある食材だからいいわね。 

・りんごが入っているから子どもが積極的に食べてくれる。 

●「脂質」テーマについての「声」 

・健康には気をつかっている。 

・塩分には気をつけているつもりです。 

 脂質はよくわからない。 

・チラシいつも役立っています。 

・病人用かな？でも美味しい。 

・この前のブロッコリーのメニュー、家でやってみて 

 美味しかったです。  
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⑥ W33 10/29～11/3 テーマ 野菜 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

電子レンジで、野菜をチン！ 
ごろごろ野菜と鮭とウインナーの 

クリームシチュー 

シチュー料理に合います！ 
野菜の入った洋風炊き込みごはん 

カット野菜で作る簡単サラダ！ 
カリッとベーコンサラダ 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・美味しい。あっさり味で美味しい。 

・さっぱりしていて食べやすい。 絶妙な味。なんかいいね。 

・これ本当に美味しい。家でも作ってみます。 

・さっぱりしていて美味しい。家でも作りたい。 

・レモンとオリーブオイルの風味が良い。 

・ベーコンのシオミがあるので、塩分控えめでも味がある。 

・これだと生のパセリが食べられていいね。 

・さっぱりしていてとても美味しいね！レモン汁、なるほどね。 

・オリーブオイルとレモン汁がマッチしていて美味しい。 

・ベーコンはレンジでチンしたらこういう風になるんだね。 

・レンジ調理は簡単でいいね、作ってみる。 

・フライパンが焦げ付くからカリカリのベーコンを作るのが大変だっ

たけど、レンジ調理は便利でいいわね！ 

・余分な油が飛んでカロリーオフになるのは勉強になりました。家

でもやってみたいです。 

●「野菜」テーマについての「声」 

・子どもがあまり野菜を食べないんだけど 

 これなら食べてくれそう。 

・この献立だとたくさん野菜が食べられるからいいね。 

・最近寒いから主菜のシチューもいいわね！ 
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⑦ W3４ 11/5～11/10 テーマ 塩分 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

海老ときのこのケチャップ炒め トマトとチンゲン菜の中華風サラダ 
塩抜きしてもおいしいです！ 
ザーサイときゅうりの和え物 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・美味しい。 

・子どもが食べても辛くなさそう、いいわ！今日作ってみます。 

・ごま油の味がして中華風なのがいいわ。 

・歯ごたえがあって美味しい！・そこのザーサイ買って行くわ！ 

・さっぱりしていますね。美味しいです。 

・ラー油を入れるなんて、自分では思いつかない。役立った。 

・今日の献立の参考にします。 

・簡単に作れていいね。おつまみにちょうどいい感じ。 

・ザーサイって塩抜きしても歯ごたえあっていいわね。 

・家ではザーサイなんて食べないから今度試してみようかな。 

・ザーサイを和え物で食べるのは初めて。馴染みが無かったけど 

 こんな食べ方があったんだね。 

・ザーサイを塩抜きするという発想がなかった。 

 とても良い。今夜作ってみる。 

●「塩分」テーマについての「声」 

・これで塩分控えめですか？とっても美味しい。 

・塩分控えめの食事って難しいです。なかなかうまくいきません。 

・塩分には普段から気をつけてます。 

・なるべく野菜を多く摂るようにしています。 

今の季節だと大根や白菜が多いかな。 

・主人が病気で塩分控えめなの。これ美味しいわ。 

・腎臓病を患っていて塩分取りすぎるなって言われてるから 

 ちょうどいい料理だね。 

・今日初めて貰ったけど、またレシピ貰いに来ます。 

・血圧が高いから塩分少なめのレシピは嬉しい。 

・味付けザーサイを塩抜きするのは新しい発想だわ。 
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⑧ W35 11/12～11/17 テーマ 脂質 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

お肉に、豆腐と野菜をプラスした 
低カロリー！ボリューム満点ハンバーグ 

ライスペーパーの代わりにレタスを使って、
シャキシャキの春巻き風サラダ 

ノンオイル！ふんわり！シャキシャキ！ 
みず菜のとろろ昆布煮浸し 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・薄味だけど美味しい。 

・水菜のシャキシャキ感がいいですね。 

・とろろこんぶがよく余るのでこの使い方は便利。 

・とろろ昆布の使い方でこういうのは初めて。 

・子どもでも食べやすい。 

・水菜がしゃきしゃきしてて美味しい。 

・鍋を使わなくてもいいのが楽でいい。 

・とろろこんぶの使い方が斬新でいい。 

・美味しいし簡単だから作ってみる。 

●「脂質」テーマについての「声」 

・この前流れている動画を見て、自分が適正体重以上 

 だと自覚した。 

・これでも１人前２７kcal有るんですね。 

・このブースがきっかけでカロリー意識するようになった。 

・最近太ったので、このレシピならやせるかしら？ 

・野菜のレパートリーが増えるのでレシピは活用させて 

 もらっている。 
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⑨ W36 11/19～11/2４ テーマ 野菜 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

ホットプレートで野菜をもっと楽しく！ 
４種類のソースフォンデュ 

カット野菜で作る簡単サラダ！  
オニオンスライスとトマトのサラダ 

カット野菜で作る簡単サラダ！ 
 レタスとわかめのサラダ 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・さっぱりして美味しい！ 

・ごま油の香りがきいて美味しいです。 

・ドレッシングを買いに来たけど、こんなに簡単に作れる 

 といいですね。 

・お通しにもぴったり。とても助かる。 

・自分で作ったドレッシングだから美味しいのね。 

・キャベツはサラダで食べるけどレタスで作るのは初めて。 

・美味しいので今度作ります。 

・子どもでも美味しく食べられる。 

・レタスにこんな食べ方もあるのね！ 

・美味しくて簡単で良い。 

・調味料の使い方を工夫していて、思ったより味が濃く 

 感じられますね。 

●「野菜」テーマについての「声」 

・主人がメタボであと５ｋｇやせないといけないから、 

 このブースでやっている野菜中心のメニューは助かる。 

・外食ばかりだと身体が重くなる気がして、野菜はいつも 

 摂るようにしています。 

・塩分気をつけないといけないってわかっているけど 

 濃い味が好きだからついつい摂っちゃう。 

・塩分は気にしているけど減塩の食事は考えるのが 

 なかなか難しいわよね。 
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⑩ W37 11/26～12/1 テーマ 塩分 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

おでんはおでんでも、根菜おでん！ 
大根おろしでさっぱり！ 

ふっくら餅モチ納豆 
電子レンジで簡単調理！ 

明太さといも 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・美味しい。 

・はじめての味で美味しい。 

・じゃがいもの明太マヨはあるけど、里芋は初めて。 

・里芋は煮物で良く食べるが、マヨネーズで食べるのは 

 初めて。 

・家で作ってみたい。 

・今日は里芋買っていこうかしら。 

 

※普段よりも男性の反応が良かったです。 

※明太子が子どもに人気でした。 

●「塩分」テーマについての「声」 

・いつもチラシもらっていっていて、 

 必ず３品作っています。 

・塩分控えめなのに美味しかったので、 

 家でも作ってみます。 

・健康維持に役立つ。 
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⑪ W38 12/2～12/8 テーマ 脂質 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

不飽和脂肪酸（EDAとEPA）がたっぷりの 
さばと野菜のトマト煮込み 

自家製ドレッシングでいただく 
アボカド豆腐サラダ 

イタリアンでいただく、 
ほうれん草のお浸し 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・あっさりしていて美味しい。 

・さっぱりしている。 

・もう少ししょっぱい方がいいと感じるけど、 

 健康的な塩分量はこの味なのね。 

・レモンの酸味で塩分が抑えられるのがいい。 

・オリーブオイルでの味付けでも味がしっかりしている。 

・ほうれん草のおひたしで、洋風なのはあたらしい！ 

・カッテージチーズとほうれん草は以外な組み合わせ。 

 でも美味しい味付け！ 

・カッテージチーズは初めて食べた。 

・作り方が簡単でイイね！ 

・子どもが野菜苦手だけど、この献立レシピは美味しいと 

 言って食べた。 

●「脂質」テーマについての「声」 

・脂質取り過ぎって言われてるから、有り難い。 

 前の大根レシピが家族で好評だったから今回も 

 やってみる。 

・血圧高いって言われてから食事制限していて、 

 こういうチラシは役立つ。 

・美味しくて健康に良いなら嬉しい。家でも作ってみよう！ 

・チラシの知識がためになるから、今までのバック 

 ナンバー全部もらっていきますね。 
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⑫ W39 12/9～12/15 テーマ 野菜 

２-４/５） 週別の活動とお客様の声 ２．本事業の取り組み  

主菜 副菜 副々菜 

お肉を使わない、野菜100％！  
根菜焼き餃子 

カット野菜（もやし炒め用）で作る 
定番メニュー！ 
超スピードナムル 

カット野菜（野菜炒め用）で作る 
定番メニュー！ 

塩昆布と和えるだけの簡単小鉢 

○ 献立メニュー  

○ 食育チラシ（表裏）   ※下段は裏面を拡大  

○ お客様の声  

●献立メニューについての「声」 

・さっぱりしていて美味しい。 

・塩分は控えめでさっぱりとした味。 

・ごま油の風味が良いし、子どもでも食べやすい。 

・野菜の甘味が出ているのが良い。美味しい。 

・塩昆布ってこういう使い方があるんですね。 

 うま味が出て美味しい 

・他の材料は家にあるのでカット野菜買って帰って 

 作ってみます！ 

・塩昆布の味付けだけとは思わないで食べてました。 

・簡単そうだし、材料が少ないから助かる。 

●「野菜」テーマについての「声」 

・野菜を安く、美味しく、沢山食べられるレシピで美味しい。 

・野菜をたくさん食べると身体に良いと改めてわかりました。 

・1日350gの野菜をとらないといけないなんて知らなかった。 

・野菜が好きだし、健康も大切だから1日350gを目標とするわ。 

・意識しないと1日350gの野菜を摂るのは難しいな。 

・減塩は難しい。ここのレシピは減塩なのでとても役立つ。 

・塩分気にしているけどなかなか実施できない。 

・血圧が高いので塩分には気をつけて野菜を多く食べるように 

 しているが、なかなか血圧が低くならない。ここで食べる味と比べ

ると、まだまだ塩分が多い味付けなのかなと気づいた。 

〈カット野菜について〉 

・あまり使ったことがないが、ブースで食べて試してみる気になった。 

・炒めものに使用していましたが、レンジメニューは初めて。 

・寒いと台所に立つのが億劫だが、カット野菜なら楽で良いかも。 

・最近は野菜高いからカット野菜やもやしの料理は嬉しい。 
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