食への価値観が二極化する現
代。健康志向が高まる一方で無関
心層も多く存在し、意識改善が課題
となっています。そんななか注目され
ているのが、三条市が取り組む事業
「こっそり減塩作戦」と「スマートミー
ル」。食から市民の健康を さりげな
く 守る意欲的活動をご紹介します。

健 康 な 食 事・食 環 境

◀
『だし香る』
シリーズ

▲野菜たっぷり カレーつけ麺 830円

トマトソースをベースにブロッコリー、鶏肉、
きのこなどが入った具
沢山の一皿。季節のサラダはリンゴとレモンをベースにした、手
作りドレッシングが好評。パスタ以外に
『もち麦ごはんのポークカ
レー』
もスマートミールメニューとして提供しています。

白く美しい二八（にはち）
の手打ち蕎麦と、旬の天ぷら7種、大根
おろし、
さらに温玉もついてボリューム満点。下田の名水を使った
一番だしは、風味豊かで塩分控えめ。窓に広がる大自然も、
ごち
そうのひとつです。

老舗の名店が、看板メニューの『カレーそば』
をアレンジ。数種類
のスパイスを利かせた自家製の濃厚ルーに、奥深い和風だしが合
わさったスープは飲み干しても、塩分カロリーともに基準内で安心
です。
たっぷりの旬野菜とやさしい味の自家製麺とベストマッチ。

1食あたりの栄養価
エネルギー 570kcal／たんぱく質 28.5g
脂質 15.4g／炭水化物 77.4g／食塩相当量 2.4g

1食あたりの栄養価
エネルギー 781kcal／たんぱく質 26.3g
脂質 23.1g／炭水化物 113.6g／食塩相当量 3.1g

1食あたりの栄養価
エネルギー 610kcal／たんぱく質 24.8g
脂質 18.6g／炭水化物 82.7g／食塩相当量 2.6g

●café

toujours（カフェトゥジュール）

☎0256-33-1576
住／三条市神明町9-1 パルム 106
営／11：00〜19：00 休／月・火、第3のみ日・月

●そば処 山河

●味の名店 大黒亭 松屋小路店

☎080-2140-5556
住／三条市大谷地94-1 営／11：00〜蕎麦無くなり次第終了
休／水 ※完売後は予約があれば営業

☎0256-32-2728
住／三条市本町3-7-14
営／11：30〜20：00 休／水

こっそり
減塩
スマート
ミール

醤油麹に漬けたジューシーなささみ
は食べ応え抜群。サラダや煮物、
和え物も種類豊富に楽しめる、
しっ
かり満足感のあるお弁当です。
『ヘ
ルシー和食弁当』
と2種類の提供。

原信・ナルスは
食だけでなく
健康の提案も
行っています！

1食あたりの栄養価
エネルギー 667kcal
たんぱく質 29.3g
脂質 21.4g／炭水化物 86.9g
食塩相当量 2.6g

●スーパー マルセン

▼野菜たっぷり生姜焼き弁当
538円 雑穀米（上）、白米（下）

専務取締役
太田さん

▲もともと顆粒だしを使っていた惣菜は、
カツオや昆布
でじっくりとった天然だしに変更。
「塩だけに頼らない日
本の食文化本来の味に戻したい」
という思いも詰まっ
た自慢の惣菜です。減塩惣菜は現在5種類で展開。

興野店
☎0256-32-1090
住／三条市興野2-3-1
営／9：30 〜20：00 休／なし

荒町店
☎0256-36-5181
住／三条市荒町2-1-26
営／9：30 〜20：00 休／なし

四日町店 店長
三浦さん

やわらかい豚肉と生姜の豊
かな香りがおいしく広がりま
す。
ごはんは、
白米と雑穀米
の2種類を販売しています。
※12/23〜1/3は販売休
止。1/4〜販売再開。

1食あたりの栄養価 ※（ ）
は白米の場合
エネルギー 553kcal（544kcal）／たんぱく質 19.2g（19.0g）
脂質 17.9g（17.8g）／炭水化物 75.2g（73.5g）
食塩相当量 2.1g（2.1g）

スマートミールの基準（一部抜粋）

「食」と「健康」の出張教室
● こっそり減塩 のはなし
●〈原信ナルス〉の
『だし香る』
シリーズ惣菜の試食

1/23（木）11：00〜12：00
場

所

原信 四日町店

申込み

原信 四日町店に設置している
チラシにて店頭申込み

※掲載している商品の価格はすべて税込価格（軽減税率含む）
です。

参加費

無料

定員
先着
20名

まだある！ 県央地区の
スマートミール認証店舗
道の駅

漢学の里しただ

三条市庭月451-1

食事処 はくちょう
三条市南五百川16番地1
（いい湯らてい内）

こくわ屋藤兵衛
三条市笹岡2235

野菜の食卓 ベジテーブル
三条市本町1-3-17

スマートミール認証店募集！

その1 “健康な食事”且つ、
完全禁煙を含む“健康な食環境”であること

第4回
「健康な食事・食環境」認証の
応募期間は1月から2月末まで

その2 エネルギー量と食塩相当量は、
1食あたり2段階

詳しくは
「健康な食事・食環境」
推進事業HPをチェック！
http://smartmeal.jp/
三条市内の店舗は『健康づくり課食
育推進室』
で認証のサポートをします。

1、
『ちゃんと』450〜650kcal未満／塩分3.0g未満（一般女性や中高年の男性向け）
2、
『しっかり』650〜850kcal／塩分3.5g未満（一般男性や活動量の多い女性向け）
その3 たんぱく質、
脂質、炭水化物などのエネルギーバランスが基準範囲内であること
その4 料理の組み合わせの目安は
「主食＋主菜＋副菜」、
または、
「主食＋副食（主菜・副菜）」が揃った食事であること
その5 使用する野菜等
（野菜、
きのこ、いも、海藻）は140g以上であること

このマークが目 印です！

〜三条市福祉保健部健康づくり課食育推進室が教えます〜

こっそ り 減 塩＆スマー ト ミ ール 協 力 店

▲旬菜天ざる 温玉付 1,500円

▲醤油麹に漬けた
ささみフライ弁当 430円

いつもの惣菜
を
塩分カット
ポイントは
〝こっそり〟

▲トマトソースパスタランチ（サラダ付）900円

スマート
ミール

三条市が食事で市民の健康を改善

スマート
ミール

吉田店
☎0256-92-7855
住／吉田東栄町13-15

だしのうま味で食材本来の美味しさを引
き出しました。美味しく食べて自然と塩
味をおさえられる原信ナルスオリジナル
シリーズ商品です。※惣菜の他にも、
肉、魚、
日配品、米菓、調味料など数多
く品揃えがあります。

スマート
ミール

▲ヘルシー
和食弁当 430円

しようと動きはじめたのは2年前︒増

燕店
☎0256-62-6950
住／燕市東太田2920

こっそり
減塩

2代目店主 八木さん

え続ける脳血管疾患や高血圧予防のた

摂取量目安が男性8ｇ ︑女性7ｇ のと

四日町店
☎0256-33-7711
住／三条市四日町4-4-7

めに
〝減塩〟
が課題でした︒1日の塩分

営／9：00〜24：00

ころ︑市民の9割以上に基準オーバーが

●原信

判明したのです︒そこで目を付けたの

はイギリスが国主導で市販パンの塩分

カットを 徐々に
〝こっそり〟行 う 事 業 ︒

﹁減塩食品は
﹃美味しくなさそう﹄
とい

う先入観がありがちなので︑〝こっそり

減塩〟
というコンセプトに可能性を感じ

毎朝仕込む天然だしは
当店の自慢です！

スマート
ミール

て試すことにしました﹂と三条市健康

まずは︑市 内のスーパー
︿マルセン興

づくり課の大泉千裕さんは語ります︒

野店 ﹀
に依頼し︑塩分を0・2%カット

した惣菜を販売することに︒味付けの

濃い惣菜を減らす︑煮物はだしをきか

大 好 評 ︒事 後アンケートでは﹁ 美 味し

かった﹂
﹁ だしがきいている﹂と好 意 的

な意見が寄せられました︒

せるなど工夫を施したところ︑結果は

スマート
ミール
スマートミー

〝減塩食は美
味しい〟
の
イメージ定着
にむけて

﹁ 例えば︑天ざるそばは主菜が不足

3代目 裕之さん

三条市
福祉保健部
健康づくり課
主査 管理栄養士 食育推進室 主任 管理栄養士
大泉 千裕さん
小柳麻子さん

こっそり減塩
こっ
こっそり減
こ
っそり減
減塩
塩
しっかり食べて

塩分カット惣菜に手応えを感じ︑続

↙ 菜 をいかして作った野 菜たっぷりの

しがちですが︑温泉卵をプラスするだ

味の決めては
手間暇かけて仕込む
自家製ルー

巻頭
特集

いて販売したのは減塩弁当︒減塩惣↖

弁当は大好評でした︒その後︑︿マルセ

けで栄養バランスが良くなります︒実

子 さん ︒店 自 慢の味 わいはそのま ま

はほんの少しの工 夫で十 分 なんです

に︑できる限りの工夫で栄 養 価をアッ

ン荒町店 ﹀︑
︿ 原信四日町店 ﹀の2つの

うま味で食 材 本 来のおいしさを 引き

プさせるバランス感覚を大切にしてい

スーパーが賛同し︑〝こっそり減塩〟
商品

出 す﹃ だし香る ﹄シリーズを惣 菜に限

ると言います︒

2代目店主 中山さん

よ ﹂と三条 市 健 康 づくり課の小 柳 麻

らず数多く展開しており︑
三条市と共

打ち立て挽き立て
こだわりの蕎麦を
どうぞ。

は拡大中︒
︿ 原信 ﹀
では以前からだしの

にさらなる充実を目指しています︒

今 後は減 塩 商 品をさらに増やして

いきたいと意 気 込む一方 ︑減 塩 商 品は

味のバランスを整える工夫が必要で︑

現 在三条 市の認 証 店は9 店 舗で︑

選択肢を増や
す
ことで市民の
食意識を高め
たい

PRできないのが難しいところ︒消費

天ざるそば︑
つけ麺︑
ステーキ御膳︑弁

コストや日持ちにも課題があります︒

者が意 識 的に減 塩 商 品を選ぶように

当 な どのスマートミールメニューを 提

﹁ あくまで
〝こっそり〟なので大々的に

なってほしいです ﹂と大泉さん︒
〝減塩

供︒お客さんの健康を気づかった料理

オーナー 五十嵐さん

は喜ばれ︑リピーター増加で第二弾を

若い人から年配の人まで
満足感抜群と好評の
ランチです。

食はおいしい〟
というイメージ定着のた

め奮闘を続けています︒
考案するお店もあるのだとか︒うれし

今や外 食や中 食はごちそうではな

い効果はそれだけでなく︑健康的なメ

く 日 常にありま す ︒だからこそ ︑
﹁健

ニューづくりを通して︑栄養バランスの

三条市が取り組むもう一つの食改善

康的なメニューの選択肢が増えること

外食・中食も健
康的に
スマートミー
ルを推進

作戦は︑﹃スマートミール﹄制度の活用︒

で︑身体がよろこぶ食事を選べるよう

側の意識も高まってきたようです︒

外食や中食でも〝健康的で栄養バラン

になってほしい﹂と小柳さんは願ってい

とれた食 事 を 提 供していきたいと 店

学 協 会から なる団 体が審 査・認 証 を

るそうです︒そのために大切なのは︑
一

20

スの整った食事〟を選べるよう︑複数の

行 う 制 度です ︒主 食・主 菜・副 菜 を 揃

人ひとりの食への意 識 ︒ 年 先 ︑ 年

先の長いスパンを 見 据 えた三条 市 健

え︑野菜たっぷりで塩分や脂質は控え

めという 基 準 を 目 指し︑栄 養 士 と 店

康づくり課の挑戦はまだまだ始まった

ばかりです︒

主が試行錯誤しながらメニューを考案

しました︒

10

美 味 し く食べ て

