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さくら診報 
  For Others 

 

平成 24年 5月 1日 発行 第 101号 

 

 今年は、桜の見ごろが第２日曜日と重なり大勢のお花見客でどこもにぎわ

いました。そのまま春らしい日が続くかと思っていたら、最高気温が１３度

位と寒い日もあり、風邪を召された方も多かったのではないでしょうか。 

これからは紫外線に注意が必要な季節になります。日焼け対策の準備が必要

ですね。 

 

 

 

❤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。（全て予約は不要です。） 

 

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２４年５月１０日（木） 午後２時～３時３０分 

 場 所：桜台地区区民館 

  

 テーマ：『脳のはたらきと温罨法（おんあんぽう）』 

  脳のしくみを知り身体を温めましょう 

講 師：株式会社東京在宅サービスの先生 

 日 時：平成２４年５月１５日（火） 午後３時３０分～４時３０分 

 場 所：栄町敬老館（栄町４０－７） 

  

 テーマ：『折り紙教室 ～傘をつくりましょう～』 

講 師：野口さん 矢野さん 

 日 時：平成２４年５月２３日（水） 午後１時～２時３０分 

 場 所：ミレニアム桜台 

 

 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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■高血圧・高脂血症等の生活習慣病の予防/悪化の予防 

 

■免疫力・体力・筋力の維持・向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の運動は、ただやればよいというものではありません。 

「過度な負担」や「やりすぎ」は膝や腰の痛みの増悪等につながります。 

その方の疾病や疼痛、体力等に合わせて、継続してできる運動を提供します。 

 

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 

有酸素運動のマシーン 2種類をご紹介します♪ 
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ソメイヨシノが咲き乱れ、散ってしまったその後には八重桜が満開に。 

 この季節、日本人に生まれたことに毎年感謝いたします。 

 学校や職場の新一年生たちも、少しずつ慣れ始めた頃でしょうか。 

今回の栄養だよりは、昨年末位からテレビや新聞などで話題となっている調味料 

『塩麹』を取り上げてみました。 

一般的に、家庭の料理に麹を使うことはほとんど無いと思います。また、『塩麹』という調

味料をご存じだった方も少ないのではないでしょうか？ 

実際、私も意識して食べたことがありませんでしたが、父の故郷山形県には昔からあった 

ようです。そして、気づけば私の好きな「塩納豆」というものに使われていたことを、 

つい最近知りました。あまりポピュラーな食べ物ではないですが美味しいですよ。 

塩麹とはどんなものか、作り方や食べ方などを、実際に自宅で作っている立場からご説明

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✽食べ方❉ 

・胡瓜 2本を乱切りにしビニール袋に 

入れ塩麹を大さじ 1杯入れて揉む 

・豚肉の角煮の調味料に塩麹だけ 

・イカや魚の切り身を浸けこんで焼く 

・納豆の調味料として                   

 

 

 

 

                    ミレニアム桜台 管理栄養士 堀川喜美子

『栄養便り』 Vol.４ 

 

塩麹とは 

まずは麹とは、米、麦、大豆などの穀物を蒸した後寝かし、菌床としてコウジカビ（菌） 

を繁殖させたものです。これは味噌や醤油、酢やみりん、酒などをつくる際の発酵の働きを持

つものです。麹菌とは微生物の仲間で、増殖するとともに酵素を作り出します。 

酵素は食品の成分を分解する働きを持っており、これが発酵パワーの源になります。 

酵素によってたん白質を分解し旨味に、でんぷん質はぶどう糖に変化するため甘くなり、本来

の食品とは違う、独特な香りや旨味、コクが作り出されるのです。 

そしてこの麹に塩と水を加えて発酵させたものが塩麹です。 

なんだかいいことだらけの調味料と勘違いされてしまいそうなので、 

とは言っても塩と麹、かなりの塩分を含みます。使用する量にはご注意を！ 

 

【基本材料】 

・乾燥麹    200ｇ 

・天然塩     60ｇ 

・ミネラルウォーター 300g 

【作り方】 

・大き目のボールの中に麹をパラパラにほぐし入れ

塩とよく混ぜ合わせる 

・そこに水を入れてよく混ぜ合わせ 保存容器に入れ

熟成させる 

☆麹をほぐす時はきれいに洗っていれば手で行って

ＯＫ 水を加える時はスプーンなどを使います 

☆保存容器に入れた後も 1日 1回位かき混ぜると 

 香りのよい塩麹ができるそうです。でき上がりま

では約２週間、おかゆ状になれば食べごろです。 

❤ 肉や魚などの臭みが減って、甘味を足さなくてもまろやかな味わいになります。 

胡瓜の他にキャベツなどの浅漬けにも最適です。他にも洋風料理や炒め物など、幅広

く使えます。但し、くれぐれも使い過ぎにはご注意ください。 
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5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火 小島  高橋 大池  廣田 16水 中村 中内（や） 中村  宮田 

2水 中村 中内（や） 中村  宮田 17木 代診  秋津 中内（や）  

3木       18金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

4金       19土 中内（や） 石神    

5土       20日       

6日       21月 中村 中内（幹） 中村  岩田 

7月 中村 中内（幹） 中村  岩田 22火 秋下  高橋 大池  高橋 

8火 小島  廣田 大池  高橋 23水 中村 中内（や） 中村  宮田 

9水 中村 中内（や） 中村  宮田 24木 阿古  秋津 中内（や）  

10木 阿古  秋津 中内（や）  25金 中村 中内（幹） 中村  岩田 

11金 中村 中内（幹） 中村  岩田 26土 中村 石神     

12土 中村 須藤     27日       

13日       28月 中村 中内（幹） 中村  岩田 

14月 中村 中内（幹） 中村  岩田 29火 小島  高橋 大池  廣田 

15火 小島  高橋 大池  廣田 30水 中村 中内（や） 中村  宮田 

 31木 阿古  秋津 中内（や）  

平成 24年 4月 28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】 

 昨年の５月は放射能汚染により新茶の販売が自粛されたり、一番茶は汚染

されているが、２番茶・３番茶は問題なしとか、お茶はお湯で薄めて飲むか

ら大丈夫だとか・・・などの話しがありました。 

今年４月に静岡県にてビニールハウスで早く育てた茶葉を飲用茶にして調

べた結果、国の新しい基準値１キログラムあたり１０ベクレルを下回ったと

の事で、今年は大丈夫なようですが・・・      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/ 


