
施設名 所在地 施設の種類 実施日 献立・栄養量 食数（食） 利用者への情報提供の方法 感想，利用者の反応等
1

介護付有料老人ホーム望海の里 廿日市市 その他 10月22日 ＜献立＞カレイ茸あんかけひろしまドレみそレモン帆立スープ牛乳葛餅シソ昆布<栄養量>エネルギー530kcal塩分　2.2ｇ野菜量　130ｇ 45 メモカード（配膳トレー上） ・ドレみそレモンが風味，味ともに良く，尚且つ素材の味も殺さず良かった。・レモンの風味がとても爽やかで，胸がスーッとした。・酸味がそれほどきつくなく，良かった。
2 ピッコロロード保育園 安芸郡府中町 児童福祉施設 10月21日 ＜献立＞・ごはん・ビーフシチュー・ひろしまドレみそ♪レモンサラダ・柿＜栄養量＞・エネルギー　395ｋｃａｌ・塩分　3.0ｇ 200 保育園の子どもたちには，レモンの酸味がきつかったようで，食が進まなかった。色のうすい野菜の取り合わせだったので見た目もよくなかったせいもあったので，色のはっきりした野菜をとり入れたらよかった。
3 くまの中央保育園 安芸郡熊野町 児童福祉施設 10月22日 ＜献立＞・広島おこのみ丼・ひろしまドレみそレモン・バナナ＜栄養量＞・エネルギー 513kcal・塩分 1.6ｇ 105 チラシは掲示していません。添付している写真と同じものをサンプルケースに入れて掲示しました（実物）。１１月に給食だよりにて，こどもたちの反応等をのせる予定です。 ★ひろしまドレみそレモン…レモンは生の物ではなく，ポッカレモンを利用しましたが少し量を控えたところ，すっぱさもなくさっぱりと食べやすく，普通の酢物より好んでいたようです。★広島おこのみ丼…丼物は園児の大好物。大変好評でまた作ってほしいという声もありました。職員の方も家で作られる程好評でした。10/8には，ひろしまじゃけぇ！ねぎち揚げも給食に出しました。これもとても好評でした。
4 横浜若竹保育園 安芸郡坂町 児童福祉施設 10月23日 ＜献立＞・ごはん・魚のチーズフライ・ひろしまドレみそ♪レモン和え・わかめスープ・バナナ＜栄養量＞・エネルギー　349kcal・塩分 1.3ｇ 204 給食の展示ケースの所へ，「ひろしまドレみそ♪レモンサラダ」と「ひろしま給食１００万食プロジェクト」について記載したＰＯＰを作り，掲示した。また，掲示板には「ひろしま給食１００万食プロジェクト」のチラシを張った。 事前にＰＯＰを掲示していたこともあり，サラダを楽しみにしてくれている子どももおり，喜んで食べてくれた。酸味が苦手な子どもが多いため，レモンの分量を減らしたレシピにした所，レモンの味が薄くなってしまったので，分量を調節して今後も挑戦したい。
5 養護老人ホーム仁愛園 山県郡北広島町 老人福祉施設 10月22日 ＜献立＞・ごはん・ポテトグラタン・ドレみそ♪レモンサラダ・かき玉スープ＜栄養量＞エネルギー　474㎉塩分　2.4ｇ 40 ・献立として掲示・声かけによる紹介 ・酸味が強い，もう少しまろやかな方が良い。・美味しかった，味噌味か塩味を足してみてはどうか。
6

社会福祉法人ユキ福祉会 安芸郡海田町 社会福祉施設 10月23日 ＜献立＞・スパゲッティミートソース・野菜サラダ・ドレみそ♪ドレッシング・ヨーグルト＜栄養量＞・エネルギー　813㎉・塩分　2.8ｇ 21 チラシをカラーコピーして家庭へ配布し，園では目に付きやすい場所に貼り，当日は食事前に説明をしました。 ・さっぱりした酸味で食べやすく，おいしかった。・レモンを使っているのに，すっぱくなく食欲が増しそう。夏に向きそう。・少し甘かったけど，年齢的に幅広く使えそう。

平成26年度「ひろしま食育ウィーク」における協力施設一覧平成26年度「ひろしま食育ウィーク」における協力施設一覧平成26年度「ひろしま食育ウィーク」における協力施設一覧平成26年度「ひろしま食育ウィーク」における協力施設一覧



7

特別養護老人ホーム正寿園 山県郡北広島町 老人福祉施設 10月22日 ＜献立＞・ご飯・ポテトグラタン・ドレみそ♪レモンサラダ・かき玉スープ＜栄養量＞・エネルギー　474㎉・塩分　2.4ｇ 108 ・チラシの掲示（各部署）・当日朝礼での口頭説明 ドレッシングのみではレモンの味がよくわかるが，野菜と一緒に食すとレモンがわからなかった。
8 老人保健施設あけぼの 山県郡北広島町 老人保健施設 10月22日 ＜献立＞・ご飯・ポテトグラタン・ドレみそ♪レモンサラダ・かき玉スープ＜栄養量＞・エネルギー　474㎉・塩分　2.4ｇ 192 ・ポスター掲示　食事提供、喫食者へ声かけ，感想聞き取り・朝礼での「ひろしま給食１００万食プロジェクト」の説明 声かけ・説明により「おいしい」といつもより食入り良かった。残菜もすくなかった。
9 大朝保育所（10/20） 山県郡北広島町 児童福祉施設 10月20日 ＜献立＞・ごはん・蒸し鶏のドレみそレモンかけ・キノコ和え・わかめスープ＜栄養量＞・エネルギー308kcal・塩分1.7ｇ 70 「すっぱい」と言う声もある中，「レモンの味がしておいしー」と反応がありました。普段レモンを使う事がないので，新しい味で，園児達も喜んで食べていました。
10 大朝保育所（10/23） 山県郡北広島町 児童福祉施設 10月23日 ＜献立＞・ごはん・鮭のドレみそレモン焼・炒め春雨・のっベい汁＜栄養量＞・エネルギー331kcal・塩分1.8ｇ 70 「すっぱい」と言う声もある中，「レモンの味がしておいしー」と反応がありました。普段レモンを使う事がないので，新しい味で，園児達も喜んで食べていました。
11

医療法人社団八千代会八千代病院（八千代病院，メリーハウス八千代） 安芸高田市 病院 10月21日 ＜献立＞・ご飯・ほうれん草の香味和え・茄子の煮物・いかなごの釘煮ひろしまドレみそレモンのポークソテー・お吸い物＜栄養量＞・エネルギー　536㎉・塩分　3.0ｇ 193 掲示チラシあり ・レモンの酸味で味噌味なのにあっさり食べられた。・豚カツ等のソースや野菜スティックでもおいしそう。・レモンの苦みが後から来たが，かんきつの爽やかさを感じられた。
12 障害者活動センターあゆみ 安芸郡熊野町 社会福祉施設 10月21日 ＜献立＞ごはんホキのひろしまドレみそ♪レモンかけ切干大根煮小松菜のピーナツ和え白菜のスープ＜栄養量＞エネルギー　536kcal塩分　3.3ｇ 39 利用者（保護者）へ配布する献立表へ記載 利用者もおいしそうに食べていた。レモンの香りがよくきいていて魚との相性も良くおいしかった。
13 都谷保育所 山県郡北広島町 児童福祉施設 10月24日 ＜献立＞・きのこクリームパスタ・ひろしまドレみそ♪レモン・ぶどう＜栄養量＞・エネルギー　377㎉・塩分　1.9ｇ 28 配っていただいた「ひろしま食育の日」のチラシと、「ひろしまドレみそ♪レモン」のレシピを一緒にして各家庭に配布し，実施日のメニューを写真に撮って保護者さんに見ていただきながら感想を伝え合った。 レモンの味に少し子ども達は食べにくそうにしていたが、野菜やお肉と混ぜながら，よく噛んで食べるとさっぱりしていて，おいしいと言っていました。家庭では「唐揚げを食べる時に，レモンをしぼっているヨ！」と話していた。保護者の方からは，なかなかレモンを使ったお料理をしないので，良いアイデアを教えてもらって良かった。とのことでした。



14

特別養護老人ホームエバグリーンホーム 安芸郡海田町 老人福祉施設 10月25日 ＜献立名＞・ごはん・ひろしまドレみそ♪レモン（鶏料理）・洋風茶碗蒸し・きのこおろし・れんこんすり流し汁＜栄養量＞・エネルギー511kcal・塩分2.6ｇ 106 ・ひろしま食育の日のチラシ，栄養一口メモ，献立表と一緒に食堂に掲示 ・鶏を蒸したゆで汁をドレッシングの中に入れ，旨味を活かして薄味に仕上げました（調理師）・レモン（皮）の香が良くて，薄味でもおいしくいただきました。（利用者）・肉でも野菜でも合うソースで「広島」を感じる献立でした。（利用者）
15 なぎさ若竹保育園 安芸郡坂町 児童福祉施設 10月21日 ＜献立名＞・ごはん・鶏レバーマリアンナソース・味噌フレンチサラダ（ひろしまドレみそ）・コーンスープ・バナナ＜栄養量＞・400kcal・塩分1.3ｇ 107 ・給食だよりに掲載 ・レモンとみそが合わさることで，どちらもまろやかな味になり食べやすかった。・レモンと聞いて「酸っぱい。」という子もいたが，全体的にはとてもよく食べていた。（幼児クラス）・みそ味のサラダが苦手な子も，このドレッシングはよく食べていた。（乳児クラス）
16

広島県済生会福祉総合センター 安芸郡坂町 老人福祉施設 10月19日 ＜献立名＞・ごはん・秋サバのひろしまドレみそ♪レモンかけ・根菜のそぼろ煮・青菜のめんつゆ和え・トマトゼリーのﾏﾝｺﾞｿｰｽ添え＜栄養量＞特養・ショートステイ・エネルギー450kcal・塩分2.1ｇ・野菜量130ｇ 96 ポスター掲示（特養利用者，ケアハウス利用者，職員用） ・「魚がおいしかった。」，「ひろしまドレみそ♪レモンがおいしかった。」と好評であった。・ポスターの内容のうち塩分量（現状，目）について，日本人の成人の平均と書き加えていなかったため，利用者から「いつも私達はこんなに塩分を摂取しているのですか？」などの質問を受けた。このため，ポスターの内容を利用者の理解しやすいものに工夫するとよかった。
17 保育所ひかり学園 安芸郡熊野町 児童福祉施設 10月6日 ＜献立名＞・ごはん・白身魚フライ・タルタルソース・ひろしまドレみそ♪レモンの豚肉野菜和え物・バナナ＜栄養量＞・エネルギー607kcal・塩分2.3ｇ 135 ・実施した翌月の給食だより（11月給食だより）を配付 ・乳児クラスには酸味が強すぎた。・幼児クラスは，レモンの話をして食べると「酸っぱいけど，元気になるんだ。」「レモン美味しい。」と初めての味を楽しんで食べることができた。
18 八千代南保育園 安芸高田市 児童福祉施設 10月24日 ＜献立名＞・ごはん・和風反バーク・ささみびドレみそ♪レモンサラダ・野菜スープ＜栄養量＞・エネルギー357kcal・塩分1.5ｇ 75 ・普段あまり利用しないレモンですが，子どもたちもよく食べていた。・脂身の少ないささみだったのでよかった。
19

安芸高田市向原こばと園（グループホーム向原と併設） 安芸高田市 児童福祉施設 10月20日 ＜献立＞・ごはん・肉豆腐・春雨の酢の物（ひろしまドレみそレモン）・のっぺい汁・青りんごジュース＜献立＞エネルギー　448kcal塩分　1.7ｇ 95 当日，献立を紹介する中で，ひろしまドレみそ♪レモンのドレッシングを使用していることをつかえた。 各クラス残菜が多く，園児には向かない味だった。



20 あけぼの配食サービス 山県郡北広島町 その他 10月22日 ＜献立＞・ご飯・鶏肉の照り焼き・ドレみそ♪レモンサラダ・ポテトグラタン・金時豆＜栄養量＞エネルギー　550㎉塩分　2.45ｇ 140 １週間の予定献立表
21

芸北小規模多機能ホーム・ディサービス 山県郡北広島町 その他 10月22日 ＜献立＞・ご飯・鶏肉の照り焼き・ドレみそ♪レモンサラダ・ポテトグラタン・金時豆＜栄養量＞エネルギー　550㎉塩分　2.46ｇ 8 「レモンが強過ぎず，美味しい」と好評だった。
22 グループホーム新庄 山県郡北広島町 その他 10月22日 ＜献立＞・ご飯・鶏肉の照り焼き・ドレみそ♪レモンサラダ・ポテトグラタン・金時豆＜栄養量＞エネルギー　550㎉塩分　2.47ｇ 18 口頭とチラシの回覧 ・野菜の味がよくわかって美味しかった。・「いつもとちがって，なんかおいしかったよ」・口に入れたとたんにレモンの酸っぱさがさわやかで，うす味でもしっかり味付けがされたいるように感じた。
23

とよひら小規模多機能ホーム 山県郡北広島町 その他 10月22日 ＜献立＞・ご飯・鶏肉の照り焼き・ドレみそ♪レモンサラダ・ポテトグラタン・金時豆＜栄養量＞エネルギー　550㎉塩分　2.48ｇ 19 朝・昼に説明 ・美味しかったがミソよりレモンの味が多かった。・すっぱい味が強かったが全体的においしかった。・味はしっかりしていたがミソがあまり感じられなかった。・美味しかった，酸味がよくきいて良かった。
24 ちよだ小規模多機能ホーム 山県郡北広島町 その他 10月22日 ＜献立＞・ご飯・鶏肉の照り焼き・ドレみそ♪レモンサラダ・ポテトグラタン・金時豆＜栄養量＞エネルギー　550㎉塩分　2.49ｇ 15 レモンの風味があり，あっさりしておいしかった。
25

グループホーム向原（19安芸高田市向原こばと園と併設） 安芸高田市 その他 10月22日 ＜献立＞・ごはん・肉豆腐・春雨の酢の物(ひろしまドレみそレモン）・のっぺい汁・青りんごジュース＜献立＞エネルギー　493kcal塩分　1.9ｇ 18 当日，献立を紹介する中でひろしまドレみそ♪ドレッシングを使用していることを伝えた。 美味しかった。



26 海上自衛隊第１術科学校 江田島市 自衛隊 10月24日 【献立】　御飯，海軍カレー，ひろしまドレみそ♪レモン，ゆで卵，福神漬，牛乳，りんご【栄養量】エネルギー　1,447kcal塩分5.35ｇ※海上自衛隊では，1日のエネルギーが3,300kcalと定められているため，ヘルシー減塩メニューの条件である3.0ｇ以下では実施することができませんでした。 822 実施日の1週間前より，卓上メモを利用し，「ひろしま食育ウイーク」の紹介及び「ひろしまドレみそ♪レモン」のレシピ掲載，減塩のポイントを掲示しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また，実施日の2週間前より，江田島地区の海上自衛隊員が閲覧できるホームページ上に，「ひろしま食育ウイーク」及び「ひろしまドレみそ♪レモン」を含むレシピの紹介，そして，10月24日に(金）昼食に「ひろしまドレみそ♪レモン」を取り入れる旨を通知しました。 ドレシングのレモンの香りがさわやかで，野菜や肉とよく合っていたと喫食者には好評でした。
27 ケアハウス・こようの里 江田島市 老人福祉施設 11月15日 【献立】鰆の柚庵焼き，根菜の味噌煮，キャベツの胡麻ドレ和え，フルーツ，御飯　　　　　【栄養量】エレルギー　553kcal, 食塩相当量　3.0ｇ 53 給食だより等 レモン果汁を控えた為，レモンの味が薄かったとの声がありました。　　　　　　　　　　　おいしかったとの声が多かったですが胡瓜はドレみそレモンにあわないとの声が2～3人ありました。
28 あい保育園西条中央 東広島市 児童福祉施設 10月23日 ひろしまドレみそレモン 105 給食だより 具材を選ばず，季節を問わず使用できる。
29 妙徳保育園 東広島市 児童福祉施設 10月20日 ひろしまドレみそレモン 130 展示食にメニューの説明を加えた 喜んで食べていた。
30 宗近病院 東広島市 病院 10月21日 ドレみそレモン　塩分2.3ｇ 400 給食委員会で事前告知 他の料理にも使える。味噌は少な目でもよい。
31 特別養護老人ホーム　豊邑苑 東広島市 老人福祉施設 10月20日 ドレみそレモン　塩分2.3ｇ 94 チラシの掲示。直接説明。レシピ配布。 レモンの風味がよかった。家でもやってみます。
32 愛育保育園 東広島市 児童福祉施設 10月23日 ひろしまドレみそレモン 175 チラシの掲示と自由な持ち帰り。 酸味を減らして提供した。思っていたより食べていた。
33 特別養護老人ホーム　瀬戸内園 竹原市 老人福祉施設 10月23日 ドレみそレモン　塩分2.5ｇ 130 県作成の掲示物。前日・当日の声掛け。 美味しかった。
34 養護老人ホーム　黒滝ホーム 竹原市 老人福祉施設 10月19日 ドレみそレモン　塩分2.1ｇ 45 食堂前にポスターを掲示。 もう少しレモンが効いていても良かった
35 ケアハウスみずほ 東広島市 老人福祉施設 10月22日 ドレみそレモン，ひろしまじゃけえ！ねぎちり揚げ 44 食堂前にチラシを掲示。 彩りよく良かった。
36 給食センター　ありんこ亭 東広島市 社会福祉施設 10月22日 ひろしまドレみそレモン　塩分2.8ｇ 71 ポスターの掲示。 酸味があってよい。味が斬新で良かった。



37 ライフサポートホーム聖恵 竹原市 社会福祉施設 10月21日 ひろしまドレみそレモン　塩分3.4ｇ 138 献立表の掲示。当日の説明。 プロジェクトのことをテレビ等で知っている者もおり，興味をもって食べていた。
38 障害者支援事業所  松賀苑 東広島市 社会福祉施設 10月24日 ひろしまドレみそレモン　塩分2.6ｇ 45 レシピ掲示 レモンの香りがしておいしかった
39 入野光保育園 東広島市 児童福祉施設 10月21日 ひろしまドレみそレモン　塩分1.5ｇ 105 給食だより レモンの苦みと酸味が苦手という子供が多かった
40 土肥整形外科病院 東広島市 病院 10月25日 ひろしまドレみそレモン 96 患者アンケートにレシピを掲載 美味しいと回答した者88％　また食べたいと回答した者84％
41 ロータスインまとば 竹原市 老人福祉施設 10月25日 ひろしまドレみそレモン　塩分2.1ｇ 55 チラシの掲示 レモンの香りで食欲がわきました。
42 呉共済病院忠海分院 竹原市 病院 10月20日 揚げ鶏ひろしまドレみそレモン漬　塩分2.9ｇ 60 チラシの配布，献立表の掲示 揚げ鶏にドレみそレモンがからんで美味しかった
43 東広島市立小谷保育所 東広島市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモン 82 献立表の事前配布 残食もなく良く食べていた
44 東広島市立風早保育所 東広島市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモン 58 給食だより，展示とレシピ紹介，食前の趣旨説明 パンフレット等で事前に広まっていることを感じた
45 東広島市立三津保育所 東広島市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモン 71 給食だより，展示とレシピ紹介，食前の趣旨説明 未満児には酸味が強すぎた
46 東広島市立上黒瀬保育所 東広島市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモン 90 給食だより，展示とレシピ配布，食前の趣旨説明 さっぱりして美味しかった
47 東広島市立造賀保育所 東広島市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモン 70 給食だより，保護者へのレシピ配布 レモンの酸味が強く，よく食べる子の食が進まなかった
48 東広島市板城保育所 東広島市 児童福祉施設 10月23日 ひろしまドレみそレモン 45 チラシ配布 レシピを希望する者も多かった
49 東広島市立郷田保育所 東広島市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモン 99 レシピ配布 さっぱりして美味しかった
50 東広島市立高屋東保育所 東広島市 児童福祉施設 10月14日 ひろしまドレみそレモン 77 ポスターの掲示。 レモンの香りが食欲を引きだしておいしい
51 中国芸南学園 竹原市 社会福祉施設 10月21日 ひろしまドレみそレモン　塩分2.0ｇ 166 チラシの配布 夏のメニューに良い。国産レモンはコストが高い
52 広島県立広島中学校 東広島市 学校 10月20日 ひろしまドレみそレモン 499 家庭向けレシピ配布 レモンが効いていてよかった
53 日東ビジネスエキスパート(株) 尾道市 事業所 10月24日 ひろしまドレみそレモン 60 ポスター，食堂のモニターで告知 レモンの酸味がよく効いている。さっぱりとして美味しい
54 府中市立土生保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 31 レシピ配布 子どもたちは「めっちゃおいしい」と喜んでいた。



55 府中市立栗生保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソース 44 保育所（園）・小・中学校合同食育だより11月の保育だよりで啓発・レシピ集 ひろしまどれみそレモンは，味噌＋レモンで食べなれてなく，すすみが悪かった。ごまマロっちゃのねぎソースは，甘めでこちらの方はすすんでいた。
56 府中市立下川辺保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日 ひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソース炒め 51 ○ひろしまどれみそレモンの作り方を拡大して掲示した。（保護者）○展示食で説明した。（保護者）○ブログへ投稿した。（保護者）○公共の施設にレシピを設置した。（保護者）○食材の野菜を実際に見せながら，地図で地元で取れたことを説明した。（子ども・保護者） 子ども達は，たくさんの野菜が入っていたが，喜んで食べた。兄弟関係で小学校からもチラシの配布があり，関心を持って見たり聞かれる保護者もいた。
57 府中市立中須保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソース炒め 60 食育の日のチラシ 「ひろしまドレみそレモン」は，2歳児クラスでは「すっぱーい」と苦戦しながら食べていた。年長組でも数名苦手な子がいた。担任としては，家庭に広めていきたいメニューだと感じた。ごぼうやかぼちゃの入った「ねぎソース炒め」は，どの年齢もよく食べていた。
58 府中市立協和保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日 ひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソース 17 レシピ配布 府中市の小学生が考えた献立で，より身近なメニューに感じられた。ほのかなレモンの味と香りがよかった。
59 府中市立上下保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 ひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソース炒めみかん 130 パネルなど展示展示食げんきっこ（保護者へのたより）配布 甘めの味付けで，子ども達は喜んで食べた。今日の食材の説明を担任と調理担当者がするこ，子ども達から「家にもかぼちゃあるで～」など色々な話が聞けた。大きめに切ったゴボウも小さいクラスの子もよく食べることができ，かぼちゃの甘みも味わって食べる様子が見られた。家庭でも，小学校のお兄ちゃんを含め食卓で話題になった…という声も聞けた。
60 府中市立広谷保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 188 食品展示レシピ配布保育所たよりで紹介 ドレみそレモンは，レシピどおりだと味が・・・味にアレンジを加えました。家でドレみそレモンを作るとき，白味噌がなくて中味噌を使って作った子どもが，中味噌の方がおいしかったと言った。ドレみそレモンは府中特産の味噌を使っていたのでよかった。
61 国府保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日 きのこごはんドレみそレモンごぼマロっちゃねぎソース炒めかきたま汁柿ｴﾈﾙｷﾞｰ585ｋcal，塩分2.3ｇ 198 給食だよりに掲載した。 おいしかった大人向けの味だった。
62 和光園保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 ごはんひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃねぎソース炒めわかめスープフルーツ未満児：ｴﾈﾙｷﾞｰ372ｋcal，塩分1.4ｇ以上児：ｴﾈﾙｷﾞｰ496ｋcal，塩分1.5ｇ 164 県教育委員会作成のポスターを掲示 みそレモンのドレッシングがおいしかった。
63 たんぽぽ園保育所 府中市 児童福祉施設 10月17日 ごはんひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソースみかん 121 たんぽぽだよりを配布府中市女性こども課からのチラシを配布 0～5歳児の子どもと職員が食べた。ドレみそレモンは，ドレッシングが全体にからまっていないため「味がない」と言う子が多かった。ごぼマロっちゃねぎソースは，ゴボウが固く，小さい子には食べにくそうだった。職員はどちらもおいしくて新鮮でした。



64 リョービ保育園 府中市 児童福祉施設 10月17日 おにぎりひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃねぎソースちくわの2色揚げフルーツ盛り合わせｴﾈﾙｷﾞｰ323ｋcal，塩分0.9ｇ 99 年長・年中児へ食材とメニューの説明を行った。保護者へレシピを配布した。 レモンの酸味がさっぱりしておいしかった。子ども達もよく食べていた。
65

社会福祉法人光昇会たま保育園 府中市 児童福祉施設 10月17日 ごはんひろしまドレみそレモンごぼマロっちゃのねぎソース野菜スープｴﾈﾙｷﾞｰ412ｋcal，塩分2.91ｇ 109 玄関に献立と実物を展示した。 みそレモンを食べるのが初めてという子もいて，とても興味深く食べていた。味噌とレモンは意外と合うという声があった。ごぼマロっちゃのねぎソース炒めも，子ども達には初めてのメニューで，ゴボウの食感が子どもによってはおいしいと言う子と，あまり食べない子といて近年の食生活が少しうかがえた。100万食プロジェクトを通して，県内の給食関係者，職員，子ども，保護者の食に関する知識を増加させることができるきっかけとなり，とてもよいイベントだと思う。
66 ミヨシ電子株式会社 三次市 事業所 10月1日 ・ひろしまドレみそ　レモンサラダ・ミートスパゲティー（610Kcal，塩分4.7ｇ） 149 ほんのりレモンがきいていておいしかった。みそベースのドレッシングは意外とよかった。
67

京セラディスプレイ株式会社 三次市 事業所 10月22日 ・ひろしまドレみそ　レモン・ホキのタルタル焼き・汁物，ごはん（塩分2.9ｇ） 40 啓発チラシと献立実物を展示 ひろしまドレみそレモンはこの時期ではメイン料理となりにくく，副菜として提供した。さっぱりとした味でおおいしかった。ひろしまドレみそレモンを我が子の学校給食等で知っている方があり，興味を示しておられた。


