
54

一人分の栄養価
エネルギー 239kcal
たんぱく質 14.8g
脂　　質 9.2g
カルシウム 102mg
食物繊維 4.2g
塩　　分 1.1g

〔材料〕…2人分
生サケ …2切れ(1切れ50g)
キャベツ …………60g
ニンジン …………30g
かぼちゃ …………20g
白ねぎ ……………30g
もやし ……………50g
バター ……………10g
酒 …………小さじ1/2
Ａ　酒 ……大さじ1/2

塩……………少々
Ｂ　酒 ………大さじ1

甘みそ ………30g
みりん …大さじ1
砂糖 ……小さじ2
いりごま………8g
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サケの
チャンチャン焼きチャンチャン焼きチャンチャン焼きチャンチャン焼き

◎ひとくちメモ……田邊育子さん（光台地区）
カルシウムと食物繊維が多く摂取でき、たんぱく質とのバランスも

良い一品です。ピーマンなど、ほかの緑黄色野菜の応用や、キノコ類
を入れてもよいでしょう。

【作り方】

�サケは1切れを3等分にし、Aをかけて10分置
き、水気をふき取る。

�キャベツ、ニンジン、かぼちゃ、白ねぎは
すべて千切りにする。

�鍋にBの調味料を入れて火にかけ、弱火で練
り混ぜながら、ひと煮たちさせる。

�アルミホイルにバターを少々塗り、1人分ず
つ�の野菜、もやし、サケ、�の順に乗せ、
酒小さじ1／2を振り、しっかりと包む。

�200℃のオーブンで18～20分焼き、食べる直
前にバターを乗せてよく混ぜる。

〔精華町食生活改善推進員協議会 ｢あすなろ会｣〕

ASUNARO OKIRAKU COOKING
魚のおかず
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一人分の栄養価
エネルギー 171kcal
たんぱく質 10.1g
脂　　質 9.9g
カルシウム 14mg
食物繊維 1.3g
塩　　分 0.6g

〔材料〕…6人分
鮭 …………………240g
塩 …………………1.2g
酒 …………………12g
小麦粉 ……………30g
ししとう …………100g
なすび ……………120g
白ネギ ……………30g
土生姜 ……………18g
七味唐辛子 ………少々
揚げ油 ……………50g
Ａ　濃口醤油 ……18g

みりん ………18g
酢 ……………48g
だし汁 ………48g
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鮭の南蛮漬鮭の南蛮漬

◎ひとくちメモ……昔農成子さん（僧坊地区）
鮭は、ビタミンが豊富な魚です。特にビタミンDが多く、カルシ

ウムの吸収を手助けします。DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸によ
る細胞の活性化や、生活習慣病の予防、血液のサラサラ効果も期
待できます。秋になり、鮭、なすびがおいしくなる季節です。日
持ちするので、お弁当のおかずにもどうぞ。

【作り方】

①鮭は一口大の削ぎ切りにして、塩を振り、
酒をまぶす。少しおいてから小麦粉をつけ
る。

②ししとうは、つまようじで刺しておき、な
すびは細長く3cmに切る。水気をきって素
揚げにする。その後に鮭を揚げる。

③白ネギは5cmの長さの白髪ネギにし、水に
さらしておく。

④Aにすりおろした土生姜と七味唐辛子を加え
る。

⑤④に揚げた鮭、ししとう、なすびを漬けて、
味をなじませる。

〔精華町食生活改善推進員協議会 ｢あすなろ会｣〕

ASUNARO OKIRAKU COOKING
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75

〔作り方〕
①鮭は腹骨を抜き食べやすい大きさに切る。 
②Ａに鮭を20分くらい漬ける。
③鮭の汁気を拭き、フライパン(フッ素加工)を熱 
　し、鮭の両面を焼く。 
④Ｂを鍋に入れて一煮立ちさせ、鮭・野菜を並べて 
　上から熱いつけ汁をかける。 
　タカのつめは種を取り、細かく輪切りにしてショ
　ウガの薄切りと一緒に添える。 

〔材料〕……６人分
生鮭　　　　　360ｇ
玉ねぎ　　　　180ｇ
ピーマン　　　  30ｇ
ニンジン　　　  30ｇ
酒　　　　　　  15ｇ
薄口しょうゆ　  18ｇ   Ａ
ショウガ汁　　  30ｇ
酢　　　　　　  75ｇ
濃口しょうゆ　  48ｇ   Ｂ
砂糖　　　　　  15ｇ
……………………………………………………………
◎ひとくちメモ　　　　　　大賀　　子さん(南稲)
　下味をつけることで、鮭にショウガの風味が出て
食事も進みます。また、油を使わないことで脂質を
おさえ、食物繊維が多めにとれます。野菜は、家庭
にあるものを利用して自分なりのアレンジをなさっ
てはいかがでしょうか。 
〔精華町食生活改善推進員連絡協議会「あすなろ会」〕 

鮭の南蛮漬け
～旬の野菜をたっぷり使って～ 

一人分の栄養価 

エネルギー　 166kcal 
タンパク質　  13.4ｇ
脂　　　質　   7.6ｇ
カルシウム　　 24m
食 物 繊 維　　 1.3ｇ
塩　　　分　　 1.6ｇ 

ショウガ薄切り　　6ｇ
タカのつめ　　　　6ｇ

ｇ   Ｂ

ｇ   Ａ

大賀　　子さん

ASUNARO OKIRAKU COOKING
魚のおかず
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〔作り方〕
①　生サケは皮を取り、端から１～1.5�幅のそ
ぎ切りにして、塩、コショウ、牛乳を振りか
けておく。

②　ジャガイモは、水から丸ごと柔らかくなるま
でゆでる。

③　ホウレンソウはさっと湯通しし、３�ぐらい
に切る。

④　タマネギは薄切りにし、フライパンで水気を
飛ばす。

⑤　②は熱いうちに皮をむき、ボールに入れてつ
ぶして、無塩バター、卵、白コショウを加え
て混ぜ合わせる。

⑥　⑤に、マヨネーズ、ヨーグルト、白ワイン、
牛乳、レモン汁、塩、コショウを加えさらに
混ぜ合わせ、ポテトソースを作る。

⑦　フライパンに無塩バターをなじませ、水気を
切った①を入れて、軽く両面を焼く。

⑧　グラタン皿に無塩バターを薄くぬり、底から
④、⑦、③の順に乗せ、上から⑥をかける。

⑨　⑧に粉チーズを振りかけ、200℃に熱したオー
ブンに入れて15分ほど焼き、きれいな焼き色
を付ける。

⑩　⑨にみじん切りにしたパセリを振りかける。

◎ひとくちメモ ーーーーーー 大倉多美子さん（南）
子どもの大好きなグラタンをひと工夫すること

でカルシウム、野菜たっぷりのヘルシーメニュー
にしてみました。

〔材料〕……６人分
生サケ　　　　　６切れ
ホウレンソウ　 180ｇ
タマネギ　　　 300ｇ
牛乳　　　　 大さじ３
無塩バター 大さじ１1/2/2/
塩　　　　　　　　 1ｇ
コショウ　　　　　少々
パセリ　　 15ｇ
粉チーズ　　　　　40ｇ　

ポテトソース
ジャガイモ　 450ｇ　 無塩バター 大さじ３
卵　　　　　　　　１個　 マヨネーズ 30ｇ
ヨーグルト　　　　30ｇ　 白ワイン 100�
レモンの絞り汁 大さじ１ 塩　　　　　　 1ｇ
牛乳　　　 大さじ４ 白コショウ 少々
コショウ　　　　　少々

一人分の栄養価一人分の栄養価
エネルギー　 378kcal
たんぱく質　　 25.6ｇ
脂　　　質　　 19.7ｇ
カルシウム 163�
食 物 繊 維　　 2.8ｇ
塩　　　分　　 0.8ｇ

〔精華町食生活改善推進員連絡協議会「あすなろ会」〕

ASUNARO OKIRAKU COOKING
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〔材料〕…2人分
サケ缶………1缶(160g)
ニンジン……………40g
タマネギ……………60g
パン粉………………15g
牛乳…………………10g
卵 ……………………6g
塩 …………………0.8g
付け合わせ
ニンジン……………20g
キャベツ……………60g
きゅうり……………40g
ごま …………………2g
粉ふき芋 ジャガイモ
……………………140g
パセリ ……………0.5g
Ａ　サラダ油 ……2g

酢……………10g
塩 ……………1g

Ｂ　柿……………20g
タマネギ……20g
ケチャップ…10g
ウスターソース
………………10g
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サケの
ポヤルスキーポヤルスキーポヤルスキーポヤルスキー

◎ひとくちメモ……田中智美さん（桜が丘地区）
ポヤルスキーって？実は、このサケ缶のメニューを考えた人の名前です。
サケの皮や骨の栄養も摂取でき、作り方も簡単なお手軽メニューです。
付け合わせの野菜は、ハンバーグを焼いている間に刻んでください。

【作り方】
�サケは缶から出し、水気を切ってボールに入れる。
�ニンジン、タマネギは細かいみじん切りにする。
��のボールに�を入れ、パン粉、牛乳、卵、塩を
加えよくこね、小判型に丸める。

�フライパンにクッキングシートを敷き、�を入れて
焼き、焦げ目がついたら、裏返して焼く。

�付け合わせのニンジン、キャベツ、きゅうりは千
切りにする。

�Ａは合わせておく。
�Ｂはすりおろしておく。
��をAのなかに入れ、�も入れてよく混ぜる。
�ジャガイモは湯がいて粉ふきにし、パセリのみじ
ん切りをふる。

�皿にハンバーグを乗せ、ソースをかけ、付け合わ
せの�と�を添える。

〔精華町食生活改善推進員協議会 ｢あすなろ会｣〕

一人分の栄養価 �エネルギー 295kcal
�たんぱく質 21.4g

�脂　　質 9.5g
�カルシウム 218mg

�食物繊維 3.8g
�塩　　分 2.1g

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
ソ
ー
ス

ASUNARO OKIRAKU COOKING
魚のおかず
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ASUNARO OKIRAKU COOKING
魚のおかず
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89 サバの梅じそ焼き
～脂肪摂取を少なめに～

〔作り方〕
� サバの表面に切り込みを入れ、
酒をふって下味をつける。

� 梅干しは種を取って果肉を包丁
で細かくたたきつぶす。粗くき
ざんだ青じそと砂糖を混ぜ込ん
で梅じそを作る。

� おろし大根の水気を軽く切り、
酢と砂糖を混ぜ込んで、みぞれ
酢を作る。

� �のサバをグリルで素焼きし、
七分通り火が通ったら、�を塗
って、さっと焼き上げ器に盛っ
て�を添え、アサツキを散らす。

� カボチャはイチョウ切りにし、
少々の塩でゆでる。

� 万願寺トウガラシは、グリルで
焼く。

� �に��を添える。

一人分の栄養価

エネルギー 195kcal
タンパク質 15.6g
脂　　質 8.7g
カルシウム 22mg
食物繊維 2.4g
塩　　分 0.7g

〔材料〕……６人分
サバ ………………420g
梅干し ……………1.5個
青じそ………………3枚
砂糖…………大さじ1/2

酒 ……………小さじ３

大根 ………………150g
酢………………大さじ3
砂糖 …………小さじ1.5

アサツキ ……………少々
カボチャ ……………180g
万願寺トウガラシ …120g
塩 ……………………少々

◎ひとくちメモ………円山
まるやま

早智子
さ ち こ

さん（乾谷）
余分な油を落とすために、サバに切り込みを入れ、浮き

出た汁をペーパータオルで吸い取ります。このような一工
夫がカロリーダウンへの第一歩になります。

〔精華町食生活改善推進員連絡協議会 ｢あすなろ会｣〕

梅じそ

みぞれ酢

ASUNARO OKIRAKU COOKING
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ASUNARO OKIRAKU COOKING
魚のおかず




