私たちに身近な食の専門家︑

金子 あと今年は︑塩分を控え
金子 切り身の形で泳いでいる
と思っている子もいますよね︒
小泉 骨があると食べられない
とかね︒

食育月間特集２

食生活改善推進団体︵食改︶の
皆さんに︑日頃の活動と﹁食の
大切さと食育﹂について︑語り
合ってもらいました︒

た食事も勧めていますよね︒
伴 町には脳や心臓疾患の人が
結構多いらしくて︑だからこそ︑
町民の方には積極的に取り組ん
でもらえたらと思います︒
金子 あとは︑朝食を抜く子ど
もですよね︒本当に︑朝食って
いちばん大事なんですけどね︒

座談会
食の大切さと食育

伴 食改の活動は︑地場産の食
材を用いたレシピの開発と︑食

金子 この場のテーマは︑食育
ですよね︒本当はとても大事な
ことなんですよ︑食育って︒
小泉 食べないと︑頭が働かな
いですよ︒
金子 おにぎり１個でもいい︒

金子 親が食べないと︑子ども
は食べないんですよ︒
遅くまで寝ている子なんかは︑
起きてすぐに家を出なきゃいけ
ないっていうね︒だから︑生活
のリズムが必要なんですよ︒
習慣ですね︒ごはんを食べる
習慣をつけないといけない︒
伴 そうそう︑私が食改に入っ
たきっかけは︑
たんぽぽの会 育(
児教室 な
）んですよ︒昔︑子ど
もと参加したときに︑当時の食
改の人たちが︑幼少期の子ども
のための食事を作ってくれて︒
そのときに︑薄味でもしっか
りだしを取るようにすれば︑お
いしいものを作れるんだよ︑と
いうことを知りました︒
一品一品手が掛かっていて︑
おいしいし見た目もいいし︑感
動がすごくありました︒
作り方次第で︑薄味でもおい

照会先 さくら館
☎85 0
―800

分かる力︑食べ物の命を感じる
力︑元気な体の分かる力︶を身
に付けることが︑大事かな︒

伴 食育は難しいところもある
けど︑5つの力︵料理をする力︑
食べ物を選ぶ力︑食べ物の味が

食材のひと工夫もそうだし︑親
子で食材を買いに行くとかも大
事にしたいところですよね︒

食べられたとか︑ありましたね︒
金子 活動のモットーは﹁おい
しく楽しく健康に！﹂ですが︑

う伝え方が食育なのかな︒
前に小松菜のパウンドケーキ
を作ったときも︑葉っぱだと食
べられなくてもケーキにすれば

なさいとか言うより︑こうした
らおいしく食べられるよってい

生きていく限り︑おいしいも
のを食べたいっていうのは︑欲
望としてあるじゃないですか︒
だから︑野菜をいっぱい食べ

小泉 同じものを作っても︑何
かを抜いちゃうと味が淡白にな
るし︑おいしくないというか︒

副会長 小泉京子さん

箱根神社の神像は︑すでに平
成 年9月に2体指定されてい
ます︒今回はそれ以外の6体が
指定されたものです︒
これらの像は︑そ
の技法や作風の特徴
から︑鎌倉時代後期
に制作されたと考え
られており︑県内で
もこの時代にまでさ
かのぼる神像は︑ほ
とんど例がありませ
ん︒
また︑この中の１
体は︑片手を頭上にかざして舞
うような姿をしており︑これは
全国的にもあまり見られない珍
しい像です︒
今回の指定により︑町内の県
指定重要文化財は7件︵9体︶
となりました︒
教育委員会生涯学習課
☎85 7
―601

踊っている（？）姿の像

生まれたときから一生関わる
ことですからね︒
小泉 今って一年を通じて食材

れます。

24

照
会
先

事バランスガイドを使ったバラ
ンスの良い食事の推奨ですよね︒
バランスガイドを使うと︑生
活習慣を直せるんですが︑これ

・電話により自分で申し込む。

副会長 金子千支さん

応募・照会先 さくら館☎85−0800

結局︑親が手をかけてあげな
ければ︑幼い子は何もできない

※さくら館に医師から直接推薦書が提出さ

しく食べられるんだって︒
小泉 ごまとか入るだけで違い

に掲載します。

があるじゃないですか︒
旬がいつなのかが分からない︒

・かかりつけの歯科医院に推薦してもらう。

29

時間などの詳細は、広報「はこね」 月号

落ち着きがないですよね︑朝

ださい。

ますよ︑何か一つでもプラスす
ることでだいぶ変わりますよね︒
伴 酸味をプラスするとかね︒

者には賞状および賞品を贈呈します。

食を食べない人って︒切れやす
かったりもするし︒そういうの
も食生活が関係していると思う︒
金子 牛乳一杯︑ご飯一口でも
いいから︑朝︑親がひと言﹁ご
飯食べていきなさいよ︒っ｣て︒
伴 朝食をちゃんと取っている

応募方法 次のいずれかの方法で応募してく

箱根神社の神像が
県の重要文化財に指定されました

※コンクールの参加者全員に記念品を、優秀

と︑成績にも影響してくるって
いう統計結果がありましたよ︒

の状態が良好な方

照
会
先

で、自分の歯が20本以上あり、口腔内

箱根神社が所有する神像4件
︵計6体︶が︑3月 日︑県の
重要文化財に指定されました︒

果発表をします。

は︑こまのような形をしていて︑
主菜は何品︑副菜は何品と︑何

月 日現在70歳以上（昭和18年

◎子ども水泳ワンポイントアド
バイス
水泳上達を目指し︑指導員が
簡単なアドバイスをします︒通
常の子ども水泳教室と異なり︑
水曜日の夕方に開催します︒
◎アクアビクス
音楽に合わせて水中で行うエ
クササイズです︒泳げない方や

康・福祉フェスティバル」で、審査および結

じゃないですか︒そこが大事な
ところですよね︒
伴 特に︑頭の回転はブドウ糖
によるものですからね︒ちゃん
と入れていかないと︒

行います。

顔を濡らしたくない方でも︑安
心して楽しく参加できます︒
さくら館
☎85 0
―800

月26日㈭にさくら館で行われる「2013健

だから︑旬のものを使うのは︑
やっぱり大事かな︒例えば魚で
も︑本当の形を知らない子がい
る︒
果物

4

2013.June
広報 はこね
5

月 日㈪〜 月31日㈯
応募期間

う
く

月 日以前の生まれ）の町内在住の方

う
こ

●結果発表

伴フミ子さん
会長

がどれだけ必要か分かるように
なっていてね︑これに当てはめ
ていくと︑どの部分が不足して
いるかが分かるんですよね︒

め、歯の健康が優れている方のコンクールを

教
室
名
・
内
容

水泳教室に新たな教室が登場！

20本以上自分の歯を保とう！）を推進するた

行政相談委員の
退任に伴う
感謝状の贈呈

歯に対する関心を高め、8020運動（80歳で

水・お茶

行政相談員として︑行政に対
する住民の方々からの各種相談
業務に携わってきた菅井清登さ
ん︵元箱根︶が︑3月 日付で
退任され︑総務大臣から感謝状
が贈られました︒

ことは、健康でいるためにとても大切です。

主菜

31

〜 見直そう！ 食生活 〜
14

副菜

8020 歯つらつ"
コンクール

牛乳・乳製品

さくら館では︑毎月水泳教室
を開催していますが︑6月から
新たに2つの教室を開催します︒
受講料はかかりませんので︑
上手に泳げるようになりたい小
学生や︑ダイエットに関心のあ
る方など︑気軽に参加してくだ
さい︒
詳細は︑広報﹁はこね の｣ さ｢
くら館温水プ
ール水泳教室﹂
で確認してく
ださい︒︵毎
号掲載︒今月
号は ページ︶

いつまでも自分の歯でおいしく食べられる

主食
は

53年の歴史を持ち、地場産のレ
シピの考案にも取り組んでいる食
改が、現在特に力を入れているの
が、食事バランスガイドによる生
活習慣病予防です。
日々の食事に何か不足を感じた
ら、あと一皿加えるだけでもバラ
ンスの取れた食事になりますよ。

対 象

2013.June
広報 はこね

