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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 2月 1日 発行 第 98号 

 

東京の乾燥注意報が統計を取り始めて歴代３位の３５日間続き、乾燥により肌がカサカサ

して困った方も多かったのではないでしょうか？ 

乾燥には、保湿剤だけでなく栄養バランス・睡眠・刺激を避ける・リラックスなど生活にな

かで気をつけなければいけない事があるようです。 

体調管理をしっかりして寒い冬を楽しく過ごせるようにしましょう！ 

 

 

 

 

 

❤桜台在宅介護支援センターより『よりあいひろば』についてのお知らせ 

 今月は以下の通り行う予定です。 

 

テーマ：『健康体操 フリフリグッパー』 

楽しい曲に合わせ♪♪ 歌いながら簡単にできる体操です 

体操のあとは ☆☆ お茶とお菓子で楽しい茶話会 

仲間と一緒に体力づくり 楽しいコミュニケーション 

 協 賛：居場所づくりグループ 脳フィットネス体操 フリフリグッパー 

 日 時：平成２３年２月９日（木） 午後２時～３時３０分 

 場 所：桜台地区区民間 

  

 テーマ：『折り紙教室』 

  かわいいお雛さまを作ってみませんか 

講 師：野口さん 矢野さん 

 日 時：平成２４年２月１５日（水） 午後１時～２時３０分 

 場 所：介護老人保健施設 ミレニアム桜台 

 

 どちらも予約はいりません。 

 お誘い合わせの上、ご参加下さい。 

 お問い合わせ：桜台在宅介護支援センター ０３－５９４６－２３１１ 

お知らせ 
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  早いもので、新年を迎え早 1ヶ月、もうすぐ節分を迎えようとしております。 

  健康で良い年にしたいものですね。今年もよろしくお願い申し上げます。 

さて、平成２４年最初の栄養だよりとなります今回は、寒い今だからこそ食べたい 

『お鍋』についてお送りいたします。 

この原稿を作成している窓の外では雪が降り続いております。 

みなさんが食べたい冬のお鍋と言ったら何でしょうか？ 

 ただ温まるだけではなく、いろいろな食材を、一つのお鍋で調理して食べ

られるお鍋は、栄養も豊富で満足感もたっぷりですね。 

硬いものは食べにくいと感じられる方にも、軟らかく煮た野菜やお豆腐、挽肉で作った 

肉団子ややわらかいお魚、すり身団子などを入れて、普段摂り切れない野菜やたん白質も 

楽しんで食べられるのではないでしょうか？ 

但し、塩分は少し控え目の方が飽きずに食べることができて、からだにも優しいので、 

少し薄味程度がよいでしょう。 

ではここでお勧めお鍋のレシピをご紹介させていただきますが、野菜の価格高騰の折り、 

お財布と相談の上、お楽しみいただければと思います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

食物繊維たっぷりの 中華風味ミルク入りレタス鍋    

                            ＊中華風ミルクスープと   

                             レタスの食感が美味しい 

                                         お鍋です。 

 1人前の栄養価 

                                 278Kcal 

                                                       たん白質   17.7g  

                               脂質      16.2g  

                               カルシウム  193g 

                                                           食物繊維  6.8g 

                               塩分    1.2g 

 

  《作り方》                                                       

１鍋に中華スープの素、水、ベーコン、人参、玉葱、きのこ類を入れて少し煮ておく 

２豚ひき肉とつぶした豆腐に一つまみの塩を加えよくこね合わせる 

（コショーをいれても OK） 

３レタスは適当な大きさにちぎり、ブロッコリーは小さくばらしてサッと湯通ししておく 

４１の鍋に牛乳または豆乳を入れ温まったら豚ひき肉と豆腐の肉団子を作り鍋の中へ 

５肉団子に火が通ったところにレタスとブロッコリーを入れて、しんなりしたら出来上がり 

☆塩とコショーで味を整えてください。この他にもお好みの材料を使い、味の変化をお楽し

みください。     

ミレニアム桜台 管理栄養士 堀川喜美子 

 中華スープの素  1g         

 水        70cc 

 牛乳または豆乳  100cc 

 塩/コショー   適宜 

 ベーコン     20g 

 豚挽肉      30g 

 木綿豆腐/塩  40g/少々 

 

 きのこ類     70g 

 人参       30g 

 玉葱       30g 

 レタス       80g 

 ブロッコリー   40g 

注牛乳や豆乳は沸騰  

させない方がよい 

 
腎疾患のある方で、たん白質、カリウム、リンを制限

されている方には、少々不向きです。ごめんなさい。 

管理栄養士『栄養便り』 
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既にご紹介の機種 

平成 23年 9 月 第 93号にて紹介 

・レッグプレス 

 

 

・レッグエクステンション 

 

今回紹介するマシーンは、次の通りです。 

 ・ローイング 

  広背筋、菱形筋を強化して、 

  高齢者特有の円背(猫背)を予防・改善します。 

 

 

 

 

 

 

  ・アブダクション 

腰周りの筋肉が弱くなると、体の安定性が悪くなります。 

   運動することにより、骨盤の安定性を高め、歩行や 

片足立ち時のふらつきを解消し転倒を予防します 

 

 

 

 

 

 

ご興味ある方は是非お問い合わせ下さい。  

 桜台介護予防デイサービスセンター

桜台介護予防デイサービスセンター便り 
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2月診療科目表 

日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 日/ 

曜日 

午前 9:00～12:30 午後 2:30～6:00 

第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 第 1 第 2 第 3 

1水 中村 中内(や) 中村  宮田 16木 阿古  土屋 中内(や)  

2木 阿古  土屋 中内(や)  17金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

3金 中村 中内(幹) 中村  岩田 18土 中内(や) 石神    

4土 中内(や) 石神    19日       

5日       20月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

6月 中村 中内(幹) 中村  岩田 21火 小島  高橋 大池  廣田 

7火 小島  廣田 大池  高橋 22水 中村 中内(や) 中村  宮田 

8水 中村 中内(や) 中村  宮田 23木 阿古  土屋 中内(や)  

9木 阿古  土屋 中内(や)  24金 中村 中内(幹) 中村  岩田 

10金 中村 中内(幹) 中村  岩田 25土 中村 石神     

11土       26日       

12日       27月 中村 中内(幹) 中村  岩田 

13月 中村 中内(幹) 中村  岩田 28火 秋下  高橋 大池  高橋 

14火 秋下  高橋 大池  廣田 29水 中村 中内(や) 中村  宮田 

15水 中村 中内(や) 中村  宮田  

平成 24年 1 月 31日作成 

担当医は、学会等の都合により代診・休診の場合があります。 

休診については受付のお知らせをご覧ください。 

 

【編集後記】 

 １人娘のせいか何かと甘やかしているのではと思い、作りたい鍋

のレシピをインターネットで探して作ってごらんと言ったら、餃子

キムチ鍋を作ってくれました。餃子はレシピの中でチルトとあり、

お店で売っている焼くだけの餃子だったのですが、餃子も手でこね

て作ってくれました。一生懸命に作ってくれた鍋は、うれしい思い

とともに心も身体も暖かくなりました。 

インフルエンザが流行っているようです。今月号にある鍋を作って

みては如何でしょうか･･･         柄脇 尚人 

 

編修/発行 医療法人財団 秀行会 阿部クリニック 

[連絡先]〒176-0002 東京都練馬区桜台 2-1-7 

阿部クリニック 広報委員会 

TEL：03-3992-1103 FAX :03-3992-1008 

http://homepage2.nifty.com/abeclinic/ 


