お 知 ら せ

無料

ごみの訪問収集を行っています
港区では、 一人でごみを出すことが難しい区民の

ために、 無料で玄関先までごみ収集にうかがうサービスを行っ
ています。

これは便利
¥！

●対象

子どもたちを見守り
続けもうすぐ50年
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青山児童館は、新しいお店やビルが次々と

と協力して、１６店を出店し、子ども

誕生し変化を続ける青山通りにあります。 年

まつり当日は地域のみなさんもたく

間28,000人の0歳から18歳の児童が利用する、地域に根ざした港

さん訪れ、 800名の人々でにぎわ

区で最初の児童館です。親子二代にわたる利用者もおり、子どもと

いました。

訪れた保護者が「なつかしい」
と、 当時と変わらぬモザイク画をなが

の世帯のうち、 自力でごみを集積所に

あり、広域的な利用も増えてきました。

出すことが困難で、 身近な人の協力が

●いちごタイム

得られない世帯

ごみの回収は週２回です。 お住まいの地
域によって、 以下のいずれかの日程で回収
いたします。
◦月曜日と木曜日
◦火曜日と金曜日
◦水曜日と土曜日

●ごみの出し方
◦週２回の収集日に、すべてのごみを回収します。
◦必ずごみは分別して用意してください。
◦可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック、資源
（新聞・雑誌・ダンボール・
ビン・かん・ペットボトル）
などの分別をお願いします。

「子どもを見守り続ける歴史を大切
戯室、プレイルーム、工作室、ピアノの
ある集会室、図書室など、子どもたちを
育む施設があります。

す。子育て中のお母さんの出会いの場、親
子の関わり方や不安なことを相談できる場

そして、 屋上には、ローラースケート

でありたいと、工夫がこらされたプログラ

場が！ 2013年東京都のローラーホッ

ムがたくさんあります。

基 本的に、お住まい
の地域の可燃収集日
が訪問収集の回収日
になります

子どもまつりの様子

●ローラーホッケー
に」
と手入れされている青山児童館。 遊

乳幼児と保護者を対象にしたつどいで
港区リサイクルキャラクター
「エコル」

第6回

「港区立青山児童館」

めることも。最近は、隣の渋谷区にあった東京都児童会館の閉館も

65歳以上の高齢者または障がい者のみ

●ごみの回収日

いちごタイムの様子。 奥に見え
るモザイクの壁画は、児童館が
できた当時の子どもたちの作品
だそうです。

講師によるプログラム…英語で遊ぼう、
親子ヨガ、音楽遊び など
児童館のプログラム…ワクワク遊びラン
ド、遠足、水あそび・プールあそび など
港区講師によるプログラム…歯科衛生士さん、保健師さん、食品衛
生士さん など

●1年間で一番のビックイベント
「青山児童館子どもまつり」
平成25年は11月2日（土）
に行われました。 小学３年生～中学生
の30人以上が実行委員となり、食べ物屋さんや、ゲームコーナーな
ど、イベントの企画段階から皆で考えました。 保護者、地域の大人

ント・コンテンツプロデュース、そして

「天皇の料理番」
として、50年以上もの

ギッシュに輝いている、
イザベル・マサ

のフランス料理界に貢献した秋山徳蔵は、

イザベル・マサボさん

た。子どもの頃は、かなりのやんちゃ坊主だったようです。お坊さんに

屋上のローラースケート場

なりたいと希望して修行に出た禅寺では、代々のお上人様の墓石を崖
から落とすなどいたずらがひどく、1年で寺を追い出されたりと、武勇
伝には事欠きません。

館内のあちこちで館長、職員の皆さんの温かな気配りを感じた取

そんな徳蔵が西洋料理に関心をもったきっかけは、 鯖江に駐留して

材でした。利用している子どもたちは児童館での活動を楽しみにし、

いた36連隊の食堂でした。あるとき、美しく盛り付けられ、良い香りの

「地域」に見守られていることを感じながら、 育っているのではと思

する料理が連隊の食堂に並んでいるのを見て感激し、西洋料理の料理

いました。

人をめざすようになったのです。16歳のとき上京し、華族会館や築地
精養軒など当時の有名な西洋料理店で修業します。仕事のあと、フラ

港区立青山児童館
北青山3-3-16

ンス語の個人レッスンを受けるなど、かなりの努力家でもありました。

電話 03-3404-5874

21歳で、念願の渡欧を果たし、リッ

詳しい活動予定は、毎月発行している児童館のお知らせや、港区ホームペー
ジで紹介しています。

ツなどパリの一流ホテルで修業。 小柄

http://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/index.html

だった徳蔵ですが、大柄な料理人が多
いフランスの厨房でも、 生来の負けん
気を発揮し決してひけをとりませんでし

電話で、みなとリサイクル清掃事務所に
と
「戸別訪問収集を希望」
伝えてください。折り返し、担当者から面接日設定の連絡が入ります。
▼

❷訪問調査
清掃事務所職員がご自宅におうかがいし、 簡単な面接をします。
その際に細かい説明を行い、申請書にご記入いただきます
（緊急連絡
先と、お持ちの方は介護保険手帳・障がい者手帳をご用意ください）
。
▼

た。シェフから、一人では持ち上げるこ
とができないような、スープの入った大

こんにちは！

まだまだ陽射しの強い10月末のある日の午後、赤坂地区ふれあい
相談室の小祝さん、二宮さんと待ち合わせて、近くの高齢者のお宅

とっても安
心！

登録されている方で、収集日にごみが出ていなかっ
た場合は連絡票を入れておきます。 1日たっても連絡

「こんにちは！ お変わりないですか？」
「今、何かお困りのことは？」
「近日このようなイベントがあるので、
ぜひいらしてください」

が無かった場合には、 緊急連絡先などと連絡をとり、

業で、赤坂地区高齢者相
談センター内にあります。

の高齢者のみの世帯など

03-3450-8025

らのお宅へ向かわれました。事情を聞いて、それではと福祉サービス
へつなぐことに。
小祝さんから「ふれあい相談員は地域のサロン事業にも参加しま
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前回とお変わりがないか

●お問い合わせ

料理に対する姿勢はとても厳しいものでしたが、
「大切なのは基本

最後に、この仕事を選んだ理由をおたずねしたら、
「高齢者とお話
しするのが大好きだからです」
と話す、小祝さんと二宮さんでした。

れました。生まれたのは東京ですが、その後、フランス・ニースと

ときに時代の流れを感じ、修行する若者たちの風潮を嘆くこともあっ
対する真剣さであるとし、その仕事に対するひた

Ｑ2 日本とフランスの好きなところはどこですか？
「日本の好きなところは何と言っても『気配り』『目配り』『心遣

二宮さん
参考）
『味』秋山徳蔵、『昭和天皇のお食事』渡辺誠

『味 天皇の料理番が語
る昭和』秋山徳蔵著（中
公文庫）

❷コンセントまわりのほこりは火災の原因になりや
すいので、掃除を心がけましょう。
❸住宅用火災警報器がちゃんと機能しているか、
確かめましょう。

ます。
役員の高齢化、後継者不足、地域性の変化への対応
（企業が増え、

1月26日は
「文化財防火デー」
です！

育てよう 歴史を守る 防火の心
昭和24年1月26日に法隆寺
（奈良県斑鳩町）
金堂が炎上し、
国宝の壁画が焼損したことを契機として
「文化財防火デー」
がで

▪いつからこの仕事に関わり始めましたか？
約５年前からです。

財防火運動が展開されるよ
うになりました。
東京消防庁では、放火火

▪関わったきっかけは何ですか？

の実施などを呼びかけ、 将
来に継承すべき貴重な文化

な食べ物は、明太子、から揚げ、納豆、シメ鯖です。

▪元赤坂伝馬町町会の主な活動は何ですか？

ます。

ところ、自分の国の文化に誇りを持っているところ。また、外国
人やお年寄りに対して、暮らしやすい環境を整えているところで
す。例えば、南仏では新しく引っ越してきた外国人には無料で1
年間語学研修をしてくれて、その後お仕事まで紹介してくれるの
です。 また、フランスの教育費は大学までほぼタダ、自給率は
120％！ だから子どもが育てやすい環境なのです。この点はぜ
ひ日本にも見習ってほしいところです。」

Ｑ3 赤坂の魅力、好きな場所はどこですか？
「海外の空気を感じさせる雰囲気があるところです。とくに六本
木通り北側、ミッドタウン界隈はフランス人が大勢いて、緑や公
園が多いので癒されます。 ちょっと小径に入ると下町の雰囲気

Ｑ4 これからやってみたいことは？
「常に新しいことにチャレンジしていきたいと思っています。 ま
ずは日本と海外で培った人脈・ネットワークを活かして、『海外
の良質なコンテンツを日本へ! 日本の誇れるコンテンツを海外

当町会が主催する大きな活動として
「納涼の夕べ」
と
「地域防災訓練」
があります。特に、
「納涼の夕べ」
は、平成２年に始まり、主に毎年８月
の第1金曜日に行っており、１００人～１５０人の方々が参加されています。
飲食とイベント形式で行われ、過去のイベントでは、赤坂茜囃子、神田
織音さんの講談、赤坂親善大使のアユミン、アカオくんの登場などで
大いに盛り上がりました。

▪
「納涼の夕べ」
の大変なことはどんなことですか？
「納涼の夕べ」
には、子ど
もから大人まで幅広い層

赤坂警察署からのお知らせ

「母さん助けて詐欺」
の被害に
ご注意ください

不審な電話がかかってきた時には、 電話口の相手が親族の名前や

考えたり、 企業と打合せを

住所を知っていてもすぐに信じることなく、必ず以前から使用している

して会場を確保したり、 屋

番号に電話をかけ直して相手方を確認してください。

台などの業者との交渉・調
にぎわいを見せる納涼の夕べの様子

▪
「納涼の夕べ」
のやりがいは何ですか？
「納涼の夕べ」
が、 地域の方々のふれあいの場となり、たくさんの会
話や笑顔が生まれることです。地元住民の皆さんはもとより、仕事帰り
に立ち寄る企業の人たちや夏休み中の子どもたちの喜んでくれる姿を

を中心に各国の情報

見ることが、やりがいにつながっています。

や魅力ある商品を日

▪これからの目標は何ですか？

クロアチア観光局のイベントで
MCを担当するイザベルさん

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-akasaka/

に電話をかけてきます。

さんが楽しめるイベントを

変だと感じています。

●お問い合わせ／赤坂消防署 電話 03-3478-0119

犯人は、ハローページや卒業名簿などから知った電話番号にランダム

予算で、来ていただいた皆

整を行ったりすることが大

財の火災予防を推進してい

息子や孫をかたった「母さん助けて詐欺」の被害が増加しています。

が参加されます。限られた

地元の活性化を目指しています。
また、若い世代がこれからの町会活動
をリードしてくれるような環境づくりに励んでいきたいと思っています。
●お問い合わせ／協働推進課 協働推進係

振り込め詐欺の被害を防止するため、 警察では次の取り組み

を実施しております。

●電話録音機
「振り込め詐欺見張隊」
の貸し出し

ご自宅の電話機に設置して、 電話をかけてきた相手に警告メッセー
ジを流す、 詐欺犯人との会話を自動録音する機器「振り込め詐欺見張
隊」の無料貸し出しを行っています。 設置の要望、 問い合わせなどが
ありましたら、赤坂警察署までご連絡ください。

●振り込め詐欺被害防止に向けた架電作戦の実施

企業にも町会活動に加わっていただき、 企業と住民との協働のもと、

電話 03-5413-7272

「MYタウン赤坂青山」
は、地域の人が自ら企画・取材し、編集する地域情報誌です
赤坂青山の身近で魅力ある情報の発信を目指します

災の予防や自衛消防訓練

なりました。

フランス
（南仏）
の好きなところは、誰にでもオープンで明るい

地域の人が
つくる

き、 文化財を火災などの災害から守るために全国各地で文化

り、美味しいお酒、食、おもてなしの心があるところです。好き

います。」

本の西洋料理界をけん引してきたのでした。

❶ストーブなどの暖房機のまわりには物を置かな
いようにしましょう。 また、 給油が必要な場合
は火を完全に消してから行いましょう。

会で検討されたことを中心に活動してい

たり、赤坂地区の夜間パトロールに参加したりし、その後町会の役員と

本に紹介したいと思

き記すなど、天皇の料理番としてだけでなく、日

営を担い、５月の定例総会や毎月の役員

のことを大切にしているところです。そして地方ごとに魅力があ

今年は、
EU28ヵ国

書」
を編纂したり、 西洋料理のマナーについて書

元赤坂伝馬町町会では、会長、副会長
（４人）および監事（６人）の役員で町会運

赤坂地区総合支所の赤坂青山安全・環境美化推進協議会に出席し

海外をつなぐ活動をもっと拡げて行きたいと思っています。

り続けたのでしょう。徳蔵は84歳で職を辞し、昭

さん

い』。 食でも仕事でも、繊細できめ細やか、常に相手やお客様

へ!』
をキャッチフレーズに、メディアやイベントを通じて、日本と

むきさが、50年以上もの間、天皇家の食卓を守

1

がら、運営を行っています。

は公園で散歩したり、本を読んだりしています。」

では、氷の彫刻を配したり、盆景を作ったり、見た目にも人を楽しませ

vol.

セ・フランコ・ジャポネに通っていたため、完全にフランス語・フラ
動を開始し、日本語・日本の文化の良さに目覚めました。」

平成26年1月7日発行

冬は空気が乾燥し、火災が多い季節です。
あなたの身の回りは大丈夫ですか？

住民が減っている）
など課題もありますが、それら課題に取り組みな

ンス文化中心で育ち、18歳の時、大学進学と同時にタレント活

第26号

冬は火災の多発期です

日本を行き来するバイリンガルな環境で育ちました。日本ではリ

なく、真心が大事」
と説いています。その一方、遊び心もあり、晩餐会

として仕える間にも、10年かけて
「仏蘭西料理全

小祝さん

加川 進

「フランス人画家の父と石垣島出身の日本人の母との間に生ま

を感じさせるのも魅力です。好きな場所は檜町公園。休みの日

和49年
（1974）
、85歳で亡くなりました。主厨長

何でもお気軽に
ご相談ください

元赤坂伝馬町町会 副会長

Ｑ1 生い立ちを教えていただけますか？

であり、基本を忠実に、決して手を抜かないこと、そして、技術だけで

たようですが、世の中で大切なもの、そして変わらないものは、仕事に

そうです。 繰り返し訪問

電話 03-5410-3400

し、25歳のとき、厨司長として宮内庁大膳課に勤め始めます。

るようになればと、日々地域へ出向いているそうです。

気になる高齢者がいた場合には、ふれあい相談室へ連絡してもらえ

赤坂地区高齢者相談センター内『赤坂地区ふれあい相談室』
北青山1-6-1

大正天皇の御大礼の料理の主宰を依頼され、帰国します。帰国後結婚

ようと工夫を凝らしていました。

ご様子をうかがっている
毎日自転車で高齢者宅を訪問しています

調に腕を磨いていきます。本場フランス

れあい相談員だけでなく、地域全体でお互いを見守ることができ、

をアポイントなしに訪問
し、
楽しく会話をしながら、

（発行部数 23,000部）

ニコと笑顔で会話もはずみます。

係をつくることも仕事の一つです」
と話がありました。それにより、ふ

介護保険や港区の福祉

資料：秋山家提供

で一目置かれるようになり、その後は順

で料理の腕を認められるようになった徳蔵ですが、大正元年
（1912）
、

赤坂・青山地区をまわり、

らし高齢者や、75歳以上

電話：

再生紙を使用しています

することで顔なじみにもなり、ニコ

す。民生委員や町会・自治会などと顔の見える関係、相談しやすい関

ない65歳以上のひとり暮

●お申し込み・お問い合わせ／みなとリサイクル清掃事務所

赤坂親善大使
アカサカメン
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お二 人は毎日自転 車で

サービスなどを受けてい

安否確認をさせていただきます。

編集：港区赤坂・青山地区タウンミーティング
地域情報の発信・交流分科会
発行：港区赤坂地区総合支所協働推進課
〒107-8516 港区赤坂4-18-13
電話 : 03-5413-7013
FAX : 03-5413-2019

ら、鍋を持ち上げてみせました。この件

この日、訪問先で、突然相談の連絡が入り、二宮さんは早速そち

赤坂地区ふれあい相談室は、港区が行っている高齢者の見守り事

面接で問題がなければ収集を開始します。

れたときには、スープを全部こぼしてか

何かお困りごとはありませんか？

へ向かいました。

❸収集開始

鍋を持ち上げて卓上に置くように言わ

ふれあい相談員です

地域の活動

現在は港区赤坂に在住、エネル
ボさんにお話をうかがいました。

赤坂消防署からのお知らせ

地域で活躍している
方々を紹介！！

山
赤坂・青

物流商社社長として活躍中。

間、宮内庁大膳課で主厨長を務め、日本

❶電話で申し込み

この情報誌についての
ご意見・ご感想などを
聞かせてください

ランスを行き来しながら、現在、旅の
ソムリエールとして旅番組制作・イベ

明治21年
（1888）
、福井県武生の裕福な家庭の次男として生まれまし

ケー大会、小学生の部で優勝の強豪チームのホームです。

●お問い合わせ

1981年5月東京生まれ。日本とフ

第18回
秋山 徳蔵（あきやま とくぞう）
（1888年〜1974年）
１種ロ7号3側12番

●申し込み方法

●安否確認

Nice One!

Hello!

振り込め詐欺の犯人から電話が集中的にかかってきている地域に対
して、 警視庁が委託した特殊（振り込め）詐欺被害防止対策電話セン
ター（0120-110-068）が、 振り込め詐欺に対する注意喚起のための
電話をかけています。

●お問い合わせ／赤坂警察署 電話 03-3475-0110（内線2612）

特集

管理栄養士に聞く！

特集

港区みなと保健所

お昼ご飯の食べ方・選び方
健康な生活を続けるには、栄養バランスのとれた食事をすることが

大切です。 日本では、糖尿病の人が増えており、糖尿病の患者さん

は推定で約８９０万人、予備軍を含めると１,３２０万人と言われています。
糖尿病食（健康食とも言われて

いる）
を例にあげると、活動量の

少ない人の場合、カロリーは１日

約１,６００キロカロリーにする。ま

●写真のメニュー
（柳原一成先生作）
旬の栗と芝エビの炊き込みご飯、 ゴマ塩
／柿とずいきの白和え／さつまいもの栂尾
（とがのお）煮、 赤い皮も彩りに／身欠き
にしんの松前煮、 だしに使った昆布を色紙
形にして添える／葉ねぎ（岡山産）
とバイガ
イ
（富山産）
の酢味噌和え

自分で食べる食材は、
自分で選択する
近茶流宗家・柳原料理教室主宰

柳原一成 先生

「ちょっとした知識があると食事はより豊かに」とお話をされる懐石

料理の宗家・柳原一成先生と、優しい奥様の近茶文庫長の柳原紀子

さんに健康的な昼食についてうかがいました。
きんさりゅう

近茶流宗家である先生は、料理をすることの基本をとても大事にさ

れています。
「四季折々、季節感を感じながら、生きることはすばらし

いことです。 旬の食材は栄養価も高いので、できるだけ家庭で調理

して美味しく食べましょう。健康にも良いですしね。前日の夜のおか
ずが残ったら、忙しい朝食ではなく、時間的に余裕のある昼食の丼物

などに工夫するのもよいかもしれません。肉、魚、野菜をバランス良

く考え、副菜や汁物も添えたいですよね。

皆さんは日頃どんなお昼ご飯を食べていますか？ 家事や
仕事で忙しくてきちんと食べていない人も多いのではないで
しょうか？ でもお昼ご飯は午後の活発な活動を支えるため
にとても大切なもの。健康な身体をつくるためにも、
もう一度、
お昼ご飯のあり方を考えてみませんか？
日本料理で大切なの

は、
『ご飯とお出し』
の味

調味料の入れ方、タイミ

事に配慮することで、 成人の理
想的な食事につながります。

働く人のお昼ご飯！

柳原先生が作るのは、 季節の素材を生かした
見た目にも美しい日本料理。

しゃっていました。

忙しいという理由で、
料理に時間をかけなくなってしまった現代で

すが、国産なのか外国産か、旬なのか季節外れなのかなど
『考えて
選ぶ力』
をつけ、自分の食べるもの、作ることにしっかりと取り組ん

でほしい、食べ方と生き方は一緒ですからね。母国の味である日本

料理を家庭で伝承するには料理の技術をある程度身につけないと

と、日々教壇に立っておられます。

区民の皆さんにと作ってくださったお弁当のふたを開けると、宝

石箱のように美しく、柳原先生の料理や食材に対しての優しさをあ

らためて感じました。

料理教室には炉がきってある茶室があり、茶庭には椿が咲き、赤

坂とは思えない静けさです。手にとって盛りつけたり、いただいてこ

そ扱いも身につくと、教室では本物の漆のお椀を使い、器の重要性

も指導されています。 年中行事や人生儀礼と共に家族や地域の絆

を深めてきた食文化。繊細で美しい日本料理には、料理する人の気
持ちも込められています。世代をつないで人から人へ伝承する大切

さを思いました。

●江戸懐石近茶流について
江戸懐石近茶流は、
「近茶料理」
と呼ばれ、江戸時代、文化文政

の頃から興ったといわれます。 柳原家家伝の割烹道で、江戸爛熟

期の文化を背景としたいろいろな料理の技法やしきたりが残されて

することが大切です。

お弁当を購入する人へのおすすめとして、飲み物は持参して、お弁当

に野菜サラダや煮物などを１品付けることで野菜不足が解消できます。
食事に関するアドバイス、料理レシピなど、みなと保健所にお気軽に

ご相談ください。

●お問い合わせ：みなと保健所 健康推進課 栄養指導担当

消防署の食堂には4つのテーブル

があり、隊員さんは12時少し前に昼食をとり、一般家庭や事務所で
昼食準備時に発生する火災に備えます。手弁当、仕出し弁当、
コンビ

ニ弁当から、
お湯を注ぐだけのものまで思い思いのお昼ごはんです。

「体重管理のため野菜中心」
「ささっと早く済ませることができるも
の」
などの工夫もあります。食事準備中に緊急出動があると、戻って

の時間になったので、休憩室にお邪魔してみると、午前中の業務を

赤坂コミュニティーぷらざ6階

「ヘルシーナ」
は、健康度測定からヨガやピラティスといった教室ま

である健康増進センター。お昼の時間にもジムを利用する人や教室

が開かれていることもあるため、
スタッフは一斉にではなく、
ローテー

格レストラン出身のシェフが手作りしているうえ、和食器には有田焼を

のため、患者さんの満足度を高めて栄養

使用しています。また、患者さん一人ひとりのアレルギーや薬疹に加え

を十分に取ってもらうこと、 脳の活性化

て、嗜好を踏まえたオーダーメイド食を提供しています。昼食について

のためにしっかりと噛んでもらうことが、

は、朝・夕食と同じカロリー配分にしつつ、しっかりと食べられるように

管理栄養士などの腕の見せどころです。

揚げ物などの重たいメニューを提供する工夫をしています。このような

その実践例が赤坂の山王病院ではな

きめ細やかな工夫が、患者さんの快復へとつながっているのですね。

建設会社ならではの高い天井と一面窓
に囲まれた開放感のある空間です。
メニューは全て日替わりの6種類と選

持ち込んでの仕事場に早変わりも。 とはいえ、メインは、やはりラン

ミツカンとタイアップのダイエティシャンメニューでは、 塩分控えめ

チでの利用。和・洋・麺類、単品もあわせ、週替わりのメニューは２５～

や200キロカロリー以下の主菜、食酢15mℓ摂取など曜日によって

３０種類を用意。毎日飽きずに食べられるように、また、野菜をたくさ

テーマがあり、ヘルシーでありながらボリューム感も損なわれないよ

んとれるようにと、管理栄養士さんともども献立に工夫をこらしていま

うな男性が８割を占める職場ならではの

す。 一番人気は
「お母さん定食」
で、十五

工夫が見られます。

穀米のご飯や２種類の小鉢つき。また、野

ダイエティシャン

室で会食をする

レストラン ローザ

かれた空間は、打ち合わせ利用やＰＣを

1食につき発展途上国の子どもの1食

の職員全員が

キャラ弁はなんと、
赤坂親善大使！

赤坂コミュニティーぷらざ4階

なく、年配の男性にもファン多しとのこと。

施するなど、世界的に活躍する会社を感

定食類にはカロリー表示もあり、健康に配

じさせるお昼ご飯でした。

株式会社ワールド

サラダボウル

慮されています。

お弁 当を頼まれるのは80歳 以 上 の 方 が

自分の食べられる量を知るためのビュッフェ

80%、健康な方がほとんどのため、毎日日替

方式。陶器の食器を使

園部圭子園長

る異年齢のペアで、年長児が年少児の配膳の

16階の広々としたフロアの

社員食堂。 大きな窓ガラスの

席数75名のカフェスタイル。お弁当は10種類あり、１食あたり20

円が東日本大震災の復興支援のための寄付。サンドイッチ、
ドライカ

眼下は、 神宮外苑の緑と競

レーは毎日準備され、週に１回はビュッフェスタイルで変化をつけて

青山の街並みが広がります。

ナナジュースも人気です。環境に配慮し、
リターナブルの食器を使用、

技場、青山霊園から六本木、

考慮した、ボリュームたっぷりのメニューが人気の秘密。より健康

「元気の出る食事が待ってい

世話をし、 憧れの年長児が美味しそうに食事

をするのを見て、年少児も意欲的に食事をしま
す。少子化の現代では貴重な体験です。ラー

メン、鶏の唐揚げだけでなく和食も大好きな子
どもたちに生命力の強さを感じました。

時間です。温かい湯気の香りと子どもたち

も格別です」
と福永校長もおっしゃっていま
した。 栄 養

セサミトースト、ボルシチ、三
種類のビーンズサラダ、牛乳

献立をたてて、調理師の梅林さんたち

が細心の注意をはらって調理します。

チームワークで子どもたちの成長を支

えます。人気メニューはラーメン、キム
チチャーハン、揚げ餃子です。

赤坂中学校
良い昼食は、体、心、思考にとても大切です」

と伊藤校長。
「今日の給食はなに？」
と楽しみ

コーヒーかすは肥料に再利用するなど、ゴミを減らす工夫をしていま

は、豆・茄子・きのこ料理など日本の伝統食も

にしている生徒のために、栄養士の恩田さん
積極的に作ります。食べ盛りの生徒は、焼肉

左から、栄養士・恩田順
子さん、伊藤俊典校長

は
「レストラン ローザ」
へよく行くそうです。メニューが毎日変わるの

年前から続く定番のオムライスや、

養、季節感も配慮されて、単身者の健康管理にも心強い味方です。

きに。 朝は濃いめにとコーヒーの

ボリュームのある献立が好評です。 先生

お弁当を含め、洋食、和食、中華ま

関東の日と日替わりとのこと。
「ここは、社員間のコミュニケーショ

弁当を自分の席に持ちかえる人も

出も作る給食は学校生活の中でとても

ラックスして語らう人々でいっぱいでした。こんな雰囲気の中から、

ロアにあり、電力にも時間にも合

で飽きないとか。 女性スタッフは皆さん手弁当。
「昼食時間が短い
から」
「経済的だから」
という理由だけでなく、
「体操着のまま外に出

るのはちょっと…」
という女性ならではの思いもあるようです。

バランスに気をつけているという管理

石と包丁道を体系づけ、
「近茶流」
とし、現在は 柳原一成先生が宗

する相談を受けることもあるそうです。

（柳原料理教室ホームページ http://www.yanagihara.co.jp より）

フの皆さんの健康のもとなのでしょう。

評判が高く、施設の利用者から食事に関

バランスのとれた運動と食事がスタッ

ナポリタン、2種類の日替わり定食と
で豊富なメニューが揃っています。

●
「ローザ」
ランチ人気ベスト3
一番人気の日替わり定食
1位 日替わり定食A・B／
（例：ビーフシチューとガーリック
日替わり弁当
ライス）
2位 オムライス
（午後2時以降のみ）
3位 ナポリタン
（午後2時以降のみ）
（L.O5時45分） 休業日 土日・祝日
営業時間 午前11時～午後6時

本社が神戸にあるため関西出身の社員も多く、
味付けは関西の日、

ンの場でもあるんですよ」
と昼食を終えた方の声。ランチタイムはリ
素敵な洋服のデザインが生まれてくるのでしょう。

編集部厳選！

手作りお弁当の
ための参考図書

忙しい朝のお弁当づくりに便利な本を選んで
みました。 ときには朝早く起きて手づくりして
みませんか？ ご紹介した本は、
すべて港区立
図書館から貸し出しの申込みができます。

混ぜごはん、とんかつ、みそラーメンなど
や友だちとにぎやかに食べたという思い

淹れ方も変えているのだとか。お

多いため、容器の返却場所は各フ

重要と思いました。

理的な工夫だと思いました。

中華風おこわ、ジャンボ揚げ餃子、切り干し
大根ハリハリづけ、野菜スープ、柿、牛乳

お弁当で健康に
「暮しの手帖ブックス」
編集部編
（暮しの手帖社）

見せたくなるお弁当100
遠山正道＋
おいしい教室委員会著
（文藝春秋）

おべんとう
作りの正解
（主婦の友社）

赤坂・青山地区の特徴と今後の目標

赤魚の生姜煮
（普通食）

ビル・坂が多いのが地区の特徴で、買物が

港区では、一人暮らしの高齢者などへの配食サービス
を提供しています。 一定要件を満たせば、区の補助が受
けられ、費用負担も少なくなります。ぜひご活用ください。

配食サービスの申し込み先

港区赤坂地区総合支所 区民課 保健福祉係
電話

03-5413-7276

赤坂地区高齢者相談センター（北青山地域包括支援センター）
電話

03-5410-3415

愛情込めた
お弁当づくり

「人間の生きる活力の源は食。バランスの

ます。お昼休みにON／OFFの切り替えができて、新しいアイデア

男性スタッフは、主に手弁当、コンビニ弁当、外食です。所長さん

あり、栄養士さんが考えたバランスよいおいし

い食事がモットーです。

思います。

士の藪内さんが栄養バランスの良い

います。200種類の100円ほどのお菓子もそろえられ、マンゴー・バ

す。朝10時と午後3時には、カフェから社内の各フロアをコーヒーワ

カロリー調整メニュー、ムース食）
など600種類

りのライフスタイルに合わせたお弁当の提供をめざしていきたいと

の笑い声。
「友だちと食べるからおいしさ

ゴンがまわり、気分転換のひとと

ムース食

ニューは普通食、医療食
（低たんぱくメニュー、

今後は、毎日、1食だけ、おかずだけなど、よりお客様一人ひと

小学校生活で一番の楽しみは“給食”の

な食事を提供するため、肉は一度湯通しして油抜きし、カロリーは

や仕事の活力になる昼食を作りたい」
と店長の提供する献立は、栄

た季節感のあるお弁当を意識しています。 メ

方が中心で、8割は普通食です。

ションで昼食をとります。

管理栄養士が計算しています。 12

わりで食べることを楽しみにされる方に合わせ

不便なことからお弁当を頼まれるという方が多く、健康な高齢者の

左から、給食調理主事・梅林浩二さ
ん、福永睦子校長、栄養士・藪内
愛美さん

日本オラクル株式会社

カロリー調整食

メニューの特徴

保育に取り組んで11年目になる園部園長。

菜たっぷりのサラダボウルは、女性だけで

分を寄付する
「TABLE FOR TWO」
も実

「レストラン ローザ」
は、
お昼の12時になると券売機の前に行列

ができるほど美味しいと評判の食堂です。1食の野菜量や塩分を

ネージャーさんとの連携です。

「食事は、生きる力を育てます」
と、異年齢

青南小学校

「１００taｂ
ｌeｓ」
。 色とりどりの椅子が置

べる副菜。 有名シェフや有名店とのコラボメニューが人気だとか。

また、月に1回は、昼休みに協働推進課

そうです。

「人と情報の出会い」をテーマに、赤
坂への本社移転時にできた社員食堂

一番大切にしていること
齢者の方の安否確認、
そして管理されるケアマ

南青山保育園

さんまの塩焼き、里芋の
そぼろあんかけ、ゆかり
あえ
（他に、白米、根菜汁、
デザートがつく）

お母さん定食

株式会社博報堂

鹿島建設株式会社

皆さんは高齢者の方へのお弁当の配食サービスをご存じで
すか？ 港区配食サービスの6事業者の一つ、
「まごころ弁当」
港店の店長にサービスの内容について話をうかがいました。
お客様と会ってのお弁当の手渡し。何より高

企業の社員食堂拝見！

でした。

集まり、大会議

健康増進センター
「ヘルシーナ」

いうえ、食べ物を飲み込みがちです。こ

「赤坂・青山地区の有名な企業の“社食”ってどんな感じ？」 一般の方は入れませんが、
社員の健康管理のこと、環境のこと、利用者の声など気になることを聞いてみました。

職員の手弁当をのぞいてみると…キャラ弁

24時間いつでも出動できるよう隊員さんは健康管理に心がけて

います。区民の安全な生活は、そんな隊員さんのお昼ごはんから生

供はもとより、アメニティも充実した病

学校給食は、子どもたちの健康のために欠かせないもの。学
校給食での人気メニューのほか、特に気をつけていることは
何か、お話をうかがいました。

用。
「バディ」と呼ばれ

終えた職員がだんだんと集まり始め、女性

を含む支所2階

まれるのかもしれませんね。

いでしょうか。同病院は良質な医療提
院ですが、病院食もホテルのルームサービスをイメージさせます。 本

山王病院の昼食メニュー
（和食）

高齢者へのお弁当配食サービス

学校給食の今

者は食欲の低下に伴い低栄養となりやす

約1,000人が勤務するビルの食堂は、

と、みなさん思い思いの休憩時間を過ごしているようです。 昼休み

きたら麺がのびていたり、朝ごはんが昼ごはんになってしまうことも
あるそうです。取材中も何度か救急隊の出動要請がありました。

子どもたちの健康を支える

山王病院の昼食メニュー
（洋食）
。
和食と食材は同じですが、調理
法で変化をつけているそうです。

電話 03-6400-0083

通勤途中でコンビニ弁当を調達するか、外食、
「レストラン ローザ」

います。近茶料理は代々女手に継承されていましたが、先代に至っ

家として嗣家の柳原尚之先生と共に継承・伝承しつづけています。

タンパク質を補い、３食きちんと食べるように

に応じて作り分けて提供しています。食は治療の一環ですが、特に高齢

美子さん、西塚至課長、管理
栄養士・田村米子さん

職員の中で5名ぐらいが弁当持参とのことで、ほとんどの職員が、

栄養士さんのお弁当はおいしそうという

て初めて男手に移されました。 その先代宗家柳原敏雄が家伝の懐

養になりがちなので、魚・肉を食べたくないとき
は、ヨーグルトや豆腐などの食べやすいもので 左から、管理栄養士・川尻由

残って相談に応えています。

かけた方もいるのでは？

いので、たっぷりの水で

病院では、医療法の基準を満たした病院食を、患者さんの病気や症状

高齢者の方は、食事の量が減ることで低栄

め、全員がそろって休憩をとるわけにはいかず、当番制で2名は必ず

ングや訓練をしている隊員さんを見

はなってもアクはとれな

ことで食後の高血糖を防ぐこともできます。

港区の職員は、昼休みを利用して窓口を訪れる区民に応対するた

のそばにあります。敷地内でトレーニ

子レンジではやわらかく

後にご飯・パンを食べるという順番を変更する

港区赤坂地区総合支所

ら青山霊園に向かった霊園事務所

又、野菜を茹でるとき、電

（副菜）
から食べて、次に肉・魚などの主菜、最

区民のために忙しく働いている職員の方は、きっと健康には人一倍気を使っている
はず。いったいどんなお昼ご飯を食べているのか、お話をうかがいました。

赤坂消防署（本署）は青山通りか

ングにも勘所があります。

んに知ってほしい」とおっ

一汁三菜を基本にするなど、食

赤坂消防署

です。煮物を作る時の、

茹でるという基本を皆さ

た、
栄養バランスをとるためには、

山王病院
病院に入院している
患者さんのための病院食

血糖値が高めの人の場合は、 最初に野菜

はやい! おいしい! かわいい!
オフィス弁当 Lovely lunch box
しらいしやすこ著

（ブティック社）

「ママが一生懸命作ったお弁当、
ピ

カピカにして帰ってきてね。」
と、子どもたちに野菜果物に触れ合う

楽しさを伝える中原さんは、お弁当を渡すときに、ひとことの魔法を

かけます。
「完食をした時には、お子さんをたくさんほめることもポ

イントです。」
と言われていました。 苦手な食材を食べられたときの
喜びは次につながります。楽しくHAPPY

な気持ちになるお弁当は気持ちが伝わり、
将来子どもと良い関係が結ばれていくと
思いました。

Heartful Kitchen 主宰 中原麻衣子先生

決定版 20分でできる
手作りおべんとう
（講談社）

一家に1冊
お弁当大百科
NHK出版編

（NHK出版）

