
※協力施設で掲載を希望しない施設は掲載していない。

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 あい保育園住吉 廿日市市 児童福祉施設 10月22日

しょうゆラーメン
鶏肉の甘辛炒め
広島わんぱくチリレモン
(エネルギー304kｃａｌ，塩分2.4ｇ）

133 献立表の配布

・ちりレモンは思った程酸っぱくなく，子どもにも
食べやすい味付けだった。
・ちりレモンの野菜の種類をもう少し増やすと
色々な味が出てさらに食べやすくなりそう。

10月19日

ご飯
肉じゃが
せとうちさっぱりサラダ
（エネルギー410kcal，塩分1.1ｇ）

60 展示食
野菜がたっぷり入っていて園児達も喜んで食べ
ていた。

10月22日

ご飯
野菜のうま煮
ハニレモ煮
（エネルギー366kcal，塩分0.4ｇ）

60 展示食
保育所で収穫したさつまいもを使用したので，と
てもよく食べていた。レモンの風味もしたが，は
ちみつと合っていて残食はほぼ無かった。

3 横浜若竹保育園 安芸郡坂町 児童福祉施設 10月20日

麦ご飯
魚の味噌煮
せとうちさっぱりサラダ
五目汁
柿
（エネルギー381kcal，塩分2.2ｇ）

180
「せとうちさっぱりサラダ」と「ひろしま100万食
プロジェクト」についてのＰＯＰを作成し，展示
食とともに掲示した。

・園児には酸味が強そうだったので酢を入れ
ず，レモン汁のみの酸味で味付けをした。
・「さっぱりしておいしい！」と子どもたちにも大
人気だった。

10月22日
ハニレモ煮
アップル100％ジュース

90 10月の献立表に掲載

・さつま芋・レモンともに食べやすかった。
・冷めてもおいしかった。
・レモンを大人はおいしいと好評だったが，子ど
もは苦いと言っていた。

10月23日
ご飯
チンジャオロースー
せとうちさっぱりサラダ

90 10月の献立表に掲載

・アッサリしておいしいと好評だった。
・しっかりかむ必要があるので，それもよいと
思った。
・ちりめんとツナの臭いがほんの少し気になっ
た。

5 なぎさ若竹保育園 安芸郡坂町 児童福祉施設 10月21日

ご飯
鶏レバーマリアンナソース
せとうちさっぱりサラダ
コーンスープ
みかん
牛乳
（エネルギー570kcal，塩分2.0ｇ）

92
・給食だよりに掲載
・担任を通して，ひろしまの食材を使った新メ
ニューであることを伝えた。

・ちりめんは硬いので，しらす干しに変更した。
＜子どもたちの反応＞
・さっぱりしていて食べやすかった。
・ツナが入ることで，子どもが好きな味だった。
・見た目がオイスターソースで茶色なので嫌が
る子もいたが，口にすると美味しかったようだっ
た。

6 ユキ園 安芸郡海田町 社会福祉施設 10月22日

ご飯
ポトフ
広島わんぱくちりレモン
（エネルギー587kcal，塩分2.9ｇ）

21

・10月1日より廊下に掲示し，当日は食事の前
にもう一度ポスターも見てもらいました。
・レシピがほしいとの事だったので，コピーを
して持ち帰りました。

・ほうれん草を小松菜にかえた献立に。炒めて
も小松菜のシャキシャキ感とレモンのさっぱり味
で美味しいとの声が多かったです。

小さくら保育園 安芸郡海田町 児童福祉施設

壬生保育所 山県郡北広島町 児童福祉施設

平成2７年度「ひろしま食育ウィーク」における協力施設一覧

2

4



7 ホームきずな 山県郡北広島町
社会福祉施設

（他施設からの配送）
10月20日 1 食堂にポスターを掲示

せとうちさっぱりサラダが甘味があっておいし
かった。どの献立もおいしかった。

8 ぴいぱぶ 山県郡北広島町
社会福祉施設

（他施設からの配送）
10月20日 23 ポスターを掲示

＜利用者の反応＞
・さっぱりとしておいしかった。
・たべやすかった。
・おいしかった。
・見た目はいまいち。

9
芸北小規模多機能ホーム・芸
北デイサービス

山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月20日 17

・当日利用者に説明
・ポスター掲示

味がしっかりついていておいしかったと好評。

10 ちよだ小規模多機能ホーム 山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月20日 15

・ポスターを掲示
・昼食前にメニュー説明

・さっぱりしておいしかった。
・あっさりしていた。

11
あけぼの通所リハビリテーショ
ン

山県郡北広島町 老人福祉施設 10月20日 49
・施設にポスターを掲示
・利用者へ紙面を配付，口頭での献立内容の
説明

・おいしかったが味が薄かった。
・酢味やレモンの風味がもう少しほしかった。
・ぼやけた味がした。
・サラダの材料と作り方を教えてほしいとあっ
た。

12 とよひら小規模多機能ホーム 山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月20日 25 朝の利用者へあいさつの時にお知らせした。

利用者の反応は，おいしかったの声が多くきか
れた。

13 グループホームつつじの家 山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月20日 18

・食堂にポスターを掲示
・当時利用者へ声掛け

・薄味でおいしかった。
・さっぱりして秋にぴったりのおかずだ。
・じゃこの歯ごたえと柑橘の風味が良かった。
・食材が沢山入っていて，食べごたえがあった。
・いつもより味が薄かった。

14
特別養護老人ホーム「正寿
園」，ケアハウス「明星」，デイ
サービスセンター「正寿園」

山県郡北広島町 老人福祉施設 10月20日 133 ・給食献立表に掲載

・しらす臭かった。
・レモン果汁がもう少しあってもよかった。
・しらすとまぐろ水煮のどちらかでよかった。
・さっぱりしていた。

15 グループホーム新庄 山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月20日 18

・食堂へポスター掲示
・当日口頭で説明

レモンの酸味がさっぱりしていて美味しかった。

16
北広島病院，介護老人保健施
設あけぼの

山県郡北広島町
病院

介護老人保健施設
10月20日 125

・食堂にポスターを掲示
・当時利用者へ声掛け

・オイスターソースが分からなかった。
・何とも言えない味だった。（評価はあまりよくな
かった。）

ご飯
ポテトグラタン
せとうちさっぱりサラダ
かき玉スープ
ミックスフルーツ
（エネルギー518kcal，塩分2.4ｇ）



10月19日

まんさい！ひろしまご飯
豚肉と野菜の煮物
すまし汁（そうめん）
りんご煮
（エネルギー596kcal，塩分3.0
ｇ，野菜120ｇ）

30
・食堂にポスターを掲示
・給食献立表に掲載

まんさい！ひろしまご飯の学園レシピは，広島
の特産であるちりめん・穴子・小松菜を使用し，
すし飯に梅干し・レモン果汁を混ぜ合わせてさっ
ぱりとした味付けになりました。
＜感想＞
ご飯に乗せた具それぞれの感触や香りが生き
ていておいしかったです。すし飯に梅干し・レモ
ン汁が入っていたのでさっぱりしておいしかっ
た。色彩は，良いという意見が多いものの，少し
黒っぽいという意見もありました。
＜利用者の反応＞
言葉に出されない方もありますが，おいしそうに
食べておられました。残飯も少なかったです。珍
しさもあるかもしれませんが，たまにいつもと違
うものが出ると，うれしそうです。

10月21日

ご飯
豚肉ソテー
付け合せ（ブロッコリーおかか
和え）
せとうちさっぱりサラダ
けんちん汁
（エネルギー650kcal，塩分3.0
ｇ，野菜148ｇ）

30
・食堂にポスターを掲示
・給食献立表に掲載

せとうちさっぱりサラダはレシピをそのまま採用
しました。
＜感想＞
マヨネーズ・ツナ・ちりめんがよく絡み合いレモン
の味が良くおいしかった。
調味料にオイスターソースが使われていたこと
で，日頃食べない味のサラダで新鮮に感じられ
ました。瀬戸内の素晴らしさをかみしめながら
美味しく食べました。減塩と言われなければ分
からないほどしっかりした味付けであると感じま
した。
色彩に人参が入っていてよかった。
＜利用者の反応＞
普段薄味を嫌う利用者もおいしそうに食べてい
ました。前回の減塩メニューよりおいしいという
声もあり，サラダの評判もよかったです。

18 太田川学園豊平作業所 山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月19日

まんさい！ひろしまご飯
豚肉と野菜の煮物
すまし汁（そうめん）
りんご煮
（エネルギー596kcal，塩分3.0
ｇ，野菜120ｇ）

43
・食堂にポスターを掲示
・給食献立表に掲載

まんさい！ひろしまご飯の学園レシピは，広島
の特産であるちりめん・穴子・小松菜を使用し，
すし飯に梅干し・レモン果汁を混ぜ合わせてさっ
ぱりとした味付けになりました。
＜感想＞
ご飯に乗せた具それぞれの感触や香りが生き
ていておいしかったです。すし飯に梅干し・レモ
ン汁が入っていたのでさっぱりしておいしかっ
た。色彩は，良いという意見が多いものの，少し
黒っぽいという意見もありました。
＜利用者の反応＞
言葉に出されない方もありますが，おいしそうに
食べておられました。残飯も少なかったです。珍
しさもあるかもしれませんが，たまにいつもと違
うものが出ると，うれしそうです。

太田川学園豊平グリーンハイツ 山県郡北広島町 社会福祉施設17



19 太田川学園豊平ケアホーム 山県郡北広島町
その他

（他施設からの配送）
10月21日

ご飯
豚肉ソテー
付け合せ（ブロッコリーおかか
和え）
せとうちさっぱりサラダ
けんちん汁
（エネルギー650kcal，塩分3.0
ｇ，野菜148ｇ）

22
・食堂にポスターを掲示
・給食献立表に掲載

せとうちさっぱりサラダはレシピをそのまま採用
しました。
＜感想＞
マヨネーズ・ツナ・ちりめんがよく絡み合いレモン
の味が良くおいしかった。
調味料にオイスターソースが使われていたこと
で，日頃食べない味のサラダで新鮮に感じられ
ました。瀬戸内の素晴らしさをかみしめながら
美味しく食べました。減塩と言われなければ分
からないほどしっかりした味付けであると感じま
した。
色彩に人参が入っていてよかった。
＜利用者の反応＞
普段薄味を嫌う利用者もおいしそうに食べてい
ました。前回の減塩メニューよりおいしいという
声もあり，サラダの評判もよかったです。

10月19日

松茸ご飯
さんなのかば焼き
ハニレモ煮
豚のもやしのスープ
梨
（エネルギー530kcal，塩分2.3ｇ）

100
・給食献立表に掲載
・展示食

レモンのすっぱさと皮の苦みに苦戦している子
どもが多かった。

10月20日

食パン
鶏の照り焼き
トマト
せとうちさっぱりサラダ
バナナ
（エネルギー410kcal，塩分1.9ｇ）

100
・給食献立表に掲載
・展示食

少しレモン汁を控えたので食べが良かった。

21 くまの中央保育園 安芸郡熊野町 児童福祉施設 10月22日

まんさい！ひろしまご飯
チキチキひろしまソース
変わりごま和え
オレンジ
（エネルギー395kcal，塩分1.3ｇ）

104
・給食だより（10月）にてＰＲ
・当日，レシピを登降園簿の横に用意

・たこをあなごに代用
・0～5歳児へ提供。乳児も幼児も好評であっ
た。梅干しやレモンの酸味がこどもたちには嫌
われるかなと思っていたが，さっぱりしてむし
ろ，梅干しを見つけて喜んでいたりした。さっぱ
りとして美味しかった様子。

22 グループホーム向原 安芸高田市
その他

（他施設からの配送）
10月20日

ご飯
しまなみ海道丸ごとマリネ
スティックきゅうり
ごま味噌汁
ぶどう
（エネルギー446kcal，塩分1.7ｇ）

18
・献立表に記載
・当日声掛け

・やわらかくて食べやすくおいしかった。
・普段残される方も全食されました。

23 向原こばと園 安芸高田市 児童福祉施設 10月20日

ご飯
しまなみ海道丸ごとマリネ
スティックきゅうり
ごま味噌汁
ぶどう
（以上児　エネルギー430kcal，
塩分1.3ｇ。未満児　エネルギー
320kcal，塩分0.9ｇ）

95
・献立表に記載
・当日声掛け

・以上児クラスはよく食べておいしかったとのこ
と。
・未満児クラスは食べにくそうだった子や口に入
れると出してしまう子もいたそうです。

児童福祉施設明光保育園 安芸郡海田町20



24 海田保育園 安芸郡海田町 児童福祉施設 10月19日

ご飯
しまなみ海道丸ごとマリネ
さつま芋の甘煮
みそ汁
（エネルギー305kcal，塩分1.2ｇ）

30 ・給食献立表に掲載

・小いわしを使用したので，食べやすかったと思
う。
・酸っぱすぎず，食べやすいようだった。
・マリネを食べるのが初めてな子はあまり好ん
でいなかった。
・野菜は小さく刻んだので食べやすかったよう
だ。

10月22日

ご飯
せとうちさっぱりサラダ
チンジャオロース
バナナ

89 子ども達も「おいしい！」と喜んで食べていた。

10月22日
広島わんぱくちりレモンむすび
（おやつ）

89

・ご飯にふりかけるのではなく，おにぎりにする
ことで，乳幼児でも食べやすかったようです。
・好評であったので，またおやつ等に作ってみ
ようということになりました。

26
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

まんさい！ひろしまご飯
豚肉の卸しだれ添え（付け合
せ）
あさり入り卸高野煮野菜
らっきょ酢和え
柿
（エネルギー536kcal，塩分2.6ｇ）

125
食堂（利用者用ポスター）と各部署（職員用ポ
スター）にポスターを掲示

広島県産のちりめん，さつまいも，広島菜漬け，
ゆかりの他に，これまでには提供したことのな
い「ムカゴ」を使用した。（調理員が採取したも
の）
利用者，職員ともに「ムカゴ」を知っている人と
知らない人がいて話題づくりができ，おいしいと
言っていただくことができた。

27 海上自衛隊第1術科学校 江田島市 自衛隊 10月22日

御飯，牛肉くわ焼き，刻みキャ
ベツ，豆腐のスープ煮，広島わ
んぱくちりレモン
（エネルギー1,190kcal，塩分2.9
ｇ）

788

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「広島わ
んぱくちりレモン」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1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，「ひろしま食育ウィーク」及び「広島わんぱ
く　ちりレモン」を含むレシピの紹介，10月22
日（木）昼食に「広島わんぱく　ちりレモン」を
取り入れる旨を通知しました。

「うす味だったが，おいしかった。」と喫食者には
好評でした。

28
社会福祉法人
まほろばの里沖美

江田島市 老人福祉施設 10月21日
まんさい！ひろしまご飯
ハニレモ煮
（エネルギー593kcal，塩分2.9ｇ）

102 チラシの掲示

両メニュー共，好評でした。事前に声かけや情
報提供することにより，利用者や職員に関心を
持っていただけました。少しずつ改良しながら，
これからの献立にも取り入れていきたいと思い
ました。

29
特別養護老人ホーム
誠心園

江田島市 老人福祉施設 10月21日
御飯，信州蒸し，ハニレモ煮，
青菜のごま和え，豚汁
（エネルギー604kca，塩分2.2ｇ）

170 チラシの掲示等

・おいしかった。またお願いします。
・もう少し塩気があった方がよかった。
・レモンが少し酸っぱかった。
・おかずにしては甘い。

10月21日 まんさい！ひろしまご飯 52

10月23日 しまなみ海道丸ごとマリネ 51

給食だよりに掲載山県郡北広島町 児童福祉施設

ケアハウス・こようの里　親和園 江田島市 老人福祉施設 チラシの掲示等

まんさい！ひろしまご飯は大変好評でした。さっ
ぱりとしていたので残はなく献立に取り入れよう
と思います。お年寄りには漬物，梅干しは好物
ですので食べ残しはありませんでした。しまな
み海道丸ごとマリネは小鰯がなく，イワシの開
きを使用しました。南蛮漬けはよくするのですが
レモンを加える事であっさりした味になりまし
た。好評でした。

25

30

蔵迫保育所



10月19日
10月20日
10月23日

まんさい！ひろしまご飯 9,737 献立表・給食だより
たこの存在感を出すために，大きめに切ったも
のを使用した。

10月27日
10月28日
10月29日

しまなみ海道丸ごとマリネ 9,858 献立表・給食だより
大量調理のため，マリネのイワシが崩れにくい
よう，野菜が入ったマリネ液とは，別配缶にし，
学校でかけてもらった。

10月20日
しまなみ海道丸ごとマリネ
（エネルギー646kcal，塩分2.8ｇ）

728

10月23日
まんさい！ひろしまご飯
（エネルギー660kcal，塩分3.1ｇ）

728

33 竹原市学校給食センター 竹原市 学校 10月23日 まんさい！ひろしまご飯 2,007 給食だより
まんさい！ひろしまご飯にとうもろこし，にんじん
を入れ彩りよくなるよう工夫した。利用者にはと
ても好評だった。

34 広島県立広島中学校 東広島市 学校 10月20日
しまなみ海道丸ごとマリネ
（エネルギー651kcal，塩分3.0ｇ）

504 家庭用レシピの配布

地産地消のものがたくさん入っていて，地産地
消の良さを感じました。
しまなみ海道丸ごとマリネがさっぱりしていてお
いしかった。など

10月19日
まんさい！ひろしまご飯
（エネルギー657kcal，塩分2.6ｇ）

182

10月20日
広島わんぱくちりレモン
しまなみ海道丸ごとマリネ
（エネルギー703kcal，塩分2.7ｇ）

182

10月22日
せとうちさっぱりサラダ
（エネルギー732kcal，塩分2.9ｇ）

182

36 井野口病院 東広島市 病院 10月23日 まんさい！ひろしまご飯 120 お膳にカードを作成し，提供
軟菜食の患者様にも提供できるよう，「たこ」を
「あなご」に変更し提供

37
医療法人社団慈杏会
土肥整形外科病院

東広島市 病院 10月20日 せとうちさっぱりサラダ 119 レシピ付きアンケートを配布
職員・患者を対象にアンケートを実施したとこ
ろ，8割以上の人が美味しいと回答した。
半数の人が家庭でも作りたいと回答した。

38

医療法人社団二山会
宗近病院
介護老人保健施設ゆうゆうの
園

東広島市
病院

介護老人保健施設
10月20日 せとうちさっぱりサラダ 380 栄養管理室だより

職員の感想：さっぱりしておいしかった。シーチ
キンがたっぷりでおいしかった。さっぱりサラダ
のわりにマヨネーズやツナが入っているせいか
さっぱりしていない。レモンの味が感じられな
かった。シーチキンが強いので，ちりめんだけ
の方がいいのでは？等あった。
調理について：野菜は全てボイルするため，や
や水っぽくなってしまった。調味料の種類が多
く，やや手間がかかるため，献立に工夫が必要
と感じた。

放送 美味しく食べてもらえたようです。

35 広島県立黒瀬特別支援学校 東広島市 学校 給食だより，チラシの配布と掲示

できるだけ多くの県内産の食材を使いたいと思
い，ひろしま給食メニュー以外でも，地元野菜を
積極的に取り入れました。また，出汁をしっかり
取りうまみを出したり，広島県産のレモンで酸味
を加えるなどして，減塩できるようにしました。
児童生徒からは美味しかったという声があが
り，きれいに完食してくれた生徒が多数いまし
た。
JAの産直市等を活用し，卵・柑橘類・旬の野菜
等を中心に，日々地産地消を取り入れていま
す。

31 東広島学校給食センター 東広島市 学校

32
東広島市河内学校給食セン
ター

東広島市 学校



39 県立安芸津病院 東広島市 病院 10月21日 せとうちさっぱりサラダ 60 食事とともにチラシ配布

①感想
病院では年齢層が高く，咀嚼障害の患者もいる
ため，ちりめんではなくしらす干しにしました。
②患者からの感想
・名前通り，さっぱりして美味しかったです。白
菜はサラダにして食べることがなかったのです
が，家でも作ってみます。
・今日は夏を思わせるような天気で，せとうち
さっぱりサラダはとても美味しかったです。具材
も豊富で味もさっぱりしていて良かったです。そ
ぼろ味噌かけのそぼろもとても美味しかったで
す。それから，いつも人参がたくさんつかってあ
りますね。私は，人参が大好きなのでとてもうれ
しいです。いつも美味しくいただいています。
・入院して今まで全食戴いた事がありませんで
したが，今日の減塩メニュー食は一皿も残さず
戴きました。本当においしく有難うございまし
た。酢の良さをより知りました。
・野菜いろいろ入ってレモン，ごまだれがよくき
いていて味がしっかりきいてよかったです。ま
た，おいしい味を作ってください，
・レモンの酢がきいておいしかったです。

40 特別養護老人ﾎｰﾑ　せとうち園 竹原市 老人福祉施設 10月23日
せとうちさっぱりサラダ
（エネルギー536kcal，塩分2.6ｇ）

145 チラシ

ご利用者様からは，美味しいとの声もありまし
たが，まあまあといった声もあり，好みによって
評価は分かれたように感じました。また，食育に
関して，食事前に今回の主旨について説明を
行い，興味を持って下さる方もいれば，関心を
示されない方もいました。

41 竹原市黒滝ホーム 竹原市 老人福祉施設 10月21日
せとうちさっぱりサラダ
（エネルギー602kcal，塩分2.3ｇ）

45 食堂前にポスターを掲示 さっぱりしていて美味しいとう意見が多かった。

42 特別養護老人ホーム　豊邑苑 東広島市 老人福祉施設 10月19日 しまなみ海道丸ごとマリネ 98
・献立表
・館内放送

おいしいと評判だった。
職員からも詳細なレシピを尋ねられた。

10月22日 広島わんぱくちりレモン 127

10月24日 せとうちさっぱりサラダ 25

44
社会福祉法人愛和福祉会
愛育保育園

東広島市 児童福祉施設 10月19日 ハニレモ煮 182
・チラシを掲示
・レシピを掲示・配布

新しいメニューに食いつきの悪い子供たちです
が，今回は，お肉と煮込んであったので思って
いたより食べていました。はちみつとさつま芋の
甘さとレモンのすっきりした味が子どもたちには
食べやすかったようです。

10月19日 せとうちさっぱりサラダ 107 給食だより
食材が豊富なうえに調味料も想像がつかない
組み合わせでしたが，残食はほとんどなく，子
ども達はよく食べていました。

10月23日 まんさい！ひろしまご飯 102

たこやひろしま菜，しらす干し等，広島県内の特
産品がたくさん入ったごはんでした。未満児は
たこが食べにくかったのか少し残食がありまし
たが，以上児は残食ゼロでした。

45 あい保育園 西条中央 東広島市 児童福祉施設

43 東広島市立円城寺保育所 東広島市 児童福祉施設 ポスター掲示

保育所給食のため，レモン果汁は少し控え目に
作りました。レモンの香りのさわやかさが伝わり
にくかったかもしれませんが，美味しいと好評で
した。



46 妙徳保育園 東広島市 児童福祉施設 10月19日
広島わんぱくちりレモン（おにぎ
り）

130
・展示食
・チラシ

喜んで食べました。

47
社会福祉法人青雲福祉会
青雲保育園

東広島市 児童福祉施設 10月19日
広島わんぱくちりレモン
（エネルギー34kcal，塩分0.3ｇ）

157 献立表

豚肉と野菜のごま炒めは，乳児の方で残量が
多かった。広島わんぱくちりレモンは，レモンが
効いてさっぱりしており，全体的によく食べた。
野菜の多い献立だったが，サラダの方は思って
いたより喜んで食べていたので良かった。

10月7日 せとうちさっぱりサラダ 61 給食だより

10月の誕生会（行事食）の副菜に「せとうちさっ
ぱりサラダ」を入れました
「せとうちさっぱりサラダ」は，調味料（酢　レモン
汁　さとう　しょうゆ）を半量，ソースも半量にして
味付けしました。レモンの風味がして，とてもお
いしく食べました。

10月16日 ハニレモ煮（アレンジ）おやつ 33 給食だより
ハニレモ煮（アレンジ）で素揚げにしたさつま芋
をレモン果汁とはちみつを混ぜておやつで提供
しました。

10月19日
広島わんぱくちりレモン（おにぎ
り）

58 給食だより
「広島わんぱくちりレモン」は，御飯に混ぜて「お
にぎり」にして食べました。ちりめんの量は半量
でよかったです。

10月14日 まんさい！ひろしまご飯 31

10月19日 わんぱくちりレモン（おやつ） 22

せとうちさっぱりサラダ 69

ハニレモ煮（おやつ） 69

10月19日 せとうちサッパリサラダ 76

10月22日 ハニレモ煮 76

竹原市立中通保育所

竹原市 児童福祉施設 10月19日

51 竹原市 児童福祉施設 給食だより

せとうちサッパリサラダ
（いつもとちがった和え物の味で新鮮でした。子
どもたちもおいしいと言ってよく食べました。）
ハニレモ煮
（レシピどおりレモンの輪切りも入れて見た目は
きれいにできたが，子どもたちの反応は，にが
い，すっぱいと言って食べにくかったようです）

チラシ

49 東広島市立志和堀保育所 東広島市 児童福祉施設 献立表

炊いたご飯に混ぜ込んで，おにぎりにして子ど
もにおやつで提供。
ほうれん草の緑色もなくなり，食べない子がい
るかと思っていたが好んで残さず食べていた。

50 竹原市立竹原保育所

48 東広島市立造賀保育所 東広島市 児童福祉施設



52 竹原市立竹原西保育所 竹原市 児童福祉施設 10月19日
せとうちサッパリサラダ
ハニレモ煮

61
・給食だより
・展示食
・ポスター掲示

特徴的な食材。竹原キャンベルジュース，オイ
スターソース
ハニレモ煮は，レモン果汁と生レモン両方入れ
てあり，保育所の園児では酸味が強すぎ食べ
にくそうだった。生レモンだけか，甘味をもう少し
足すか，した方が良いと思う。
さっぱりサラダは，夏の暑い時期にはぴったり
で食べやすいと思う。

10月19日 せとうちさっぱりサラダ 83

10月26日 ハニレモ煮 83

54 竹原市立大井保育所 竹原市 児童福祉施設 10月19日
せとうちさっぱりサラダ
ハニレモ煮

38 献立表

ひろしまさっぱりサラダは，レモン果汁のさわや
かな香りと味で子どもたちも良くたべていた。ハ
ニレモ煮は，レモンの皮から苦みが出るので，
レモン果汁だけを入れて煮たので，レモンの皮
の苦みもなく，さつま芋とはちみつの甘味とレモ
ンの酸味が良く合って，みんな「おいしいね」と
食べていた。大人気だった。

10月19日 広島わんぱくちりレモン 105

10月22日 広島わんぱくちりレモン 165

10月23日 ハニレモ煮 105

56
身体障害者通所授産施設・
身体障害者福祉ホーム
松賀苑

東広島市 社会福祉施設 10月22日
ハニレモ煮
せとうちさっぱりサラダ

41 チラシ
レモンを使っているので，さっぱりしていて，美
味しい。との意見がありました。皆さんに美味し
く食べて頂けたと思います。

57
社会福祉法人　倫
給食センターありんこ亭

東広島市 社会福祉施設 10月23日 ハニレモ煮 76
・献立表
・口頭説明

色あいがきれいだった。
レモンの香りが好き。
さわやかな酸味が良かった。
もう少し甘味があっても良かった。
地元の食材が食べられて良かった。

58 中央こども園 竹原市 児童福祉施設 10月20日 広島わんぱくちりレモン 148 献立表
ちりめんが入っていて，子どもたちはとっても喜
んで食べていました。とても美味しかったです。

59
認定こども園
サムエル西条こどもの園

東広島市 児童福祉施設 10月21日 広島わんぱくちりレモン 227 なし
食べやすくておいしかったと子どもたちから反応
がありました。

60 忠海東部こども園 竹原市 児童福祉施設 10月22日 まんさい！ひろしまご飯 33
・展示食
・プリント配布

未満時にはタコを抜いて提供。
以上児もタコを飲み込みにくい子もいた。

ちりレモンは，地産地消で学園の小松菜を使用
しました。ごはんに混ぜると，御飯を残さず食べ
てくれました。
ハニレモ煮は色がきれいでレモンがよくきいて
いました。

55 中国芸南学園 竹原市 社会福祉施設 チラシ

53 竹原市立吉名保育所 竹原市 児童福祉施設 給食だより

せとうちさっぱりサラダは思ったより酸っぱくな
かった。園児には，さっぱりと言う表現がわかり
にくく，「さっぱりとはどういう感じ？」と質問があ
りました。



61 認定こども園　ひかりえん 豊田郡大崎上島町 児童福祉施設 10月23日
まんさい！ひろしまご飯
（おにぎり）

89
・チラシ
・給食だより

１歳時からの子どももいるので「タコ」を地元で
製造している「平天」に変えました。梅干しも，自
園で子どもたちと作った梅干しを使いました。ご
はんを炊く時に昆布を入れて炊き，うま味を出し
て，塩分を少し減らしました。しらすも湯通しし
て，広島菜漬けも汁をしっかりしぼりました。

62 こうざん保育所 世羅郡世羅町 児童福祉施設 80

63
こうざん保育所
いお分園

世羅郡世羅町 児童福祉施設 39

64 にしおおた保育所 世羅郡世羅町 児童福祉施設 49

65
にしおおた保育所
おおみ分園

世羅郡世羅町 児童福祉施設 22

66 せらにし保育所 世羅郡世羅町 児童福祉施設 68

67 日東電工株式会社 尾道市 事業所 10月22日

まんさい！ひろしまご飯
蒸し豚の季節の温野菜
せとうちさっぱりサラダ
（ｴﾈﾙｷﾞｰ547kcal，塩分2.7g）

98
・食堂のモニターで告知
・ポスターの掲示

・主菜は蒸し料理でエネルギーを抑え，野
菜をたくさんとれるメニューにしました。
たれをつけながら食べていただくようにし
たので，早食い防止，減塩効果があると思
います。
・召し上がった方から「レモン味がさわや
か」「タコ，広島菜がかみごたえがあっ
た。満足感。」等のご感想をいただきまし
た。

11月2日
せとうちさっぱりサラダ
（ｴﾈﾙｷﾞｰ127㎉　，塩分0.6g）

72

11月11日
ハニレモ煮
 （ｴﾈﾙｷﾞｰ116㎉，塩分0.0g）

42

11月24日
せとうちさっぱりサラダ
 （ｴﾈﾙｷー127㎉，塩分0.6g）

72

69 府中市立土生保育所 府中市 児童福祉施設 10月21日
まんさい！ひろしまご飯
うみゃ～もんナムル
ごぼっちゃいなスープ

24

・府中市保育所，小・中学校合同食育だより
を配布し，ひろしま給食を啓発した。
・広島県教育委員会「おいしいねぇ笑顔広が
る　ひろしま給食」を配布した。

・「まんさい！ひろしまご飯」の絵を使って，食べ
る前に，子どもたちに「広島のおいしいものが，
いっぱい入っているよ。」と伝えた。
・ぱくぱく通信（毎月19日発行）に，写真と取組
を載せて，保護者に伝えた。

70 府中市立栗生保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日

まんさい！ひろしまご飯
うみゃ～もんナムル
ごぼっチャイナスープ
オレンジ

39

・平成27年度ひろしま給食メニューチラシを配
布した。
・府中市保育所，小・中学校合同食育だより
を配布した。

・おかわりをよくして，よく食べました。
・「おいしい!!」との声たくさん聞くことができまし
た。
・どのメニューも人気で，完食しました。
・バランスのよい献立でした。
・タコを入れて，ご飯を炊き，具材を混ぜました。

・普段みられない小鉢があり，新鮮だった。
・味もさっぱりして，おいしかった。

10月19日
まんさい！ひろしまご飯
（ｴﾈﾙｷﾞｰ133kcal，塩分0.8g）

・家庭へチラシ（広島県教育委員会作成のも
の）の配布
・各保育所へチラシを掲示

・レモンがさっぱりとしてよかった。
・喜んで食べた。
・食べやすかった。

68 リョービ株式会社 府中市 事業所
食堂の献立掲示板に「ひろしま給食100万食
プロジェクト」のロゴマークを掲示



71 府中市立下川辺保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日
まんさい！ひろしまご飯
うみゃ～もんナムル
ごぼっちゃいなスープ

57

・「まんさいひろしまごはん」の説明用に展示
物を作成し，給食時に子どもに説明。
・保護者へは，お迎えの時に，給食展示とし
て，メニューの実物と合わせて見てもらう。

・ひろしまの食材がわかるように展示し，地産地
消についても説明する。

72 府中市立中須保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日
まんさい！ひろしまご飯
ごぼっちゃいなスープ
うむゃ～もんナムル

58

・府中市保育所，小・中学校合同食育だよりと
広島県教育委員会「おいしいねぇ笑顔広がる
ひろしま給食」を各戸配布
・園庭や施設に案内を掲示した。

・「まんさい！ひろしまご飯」のタコを食べやすい
ように，小さく切った。

73 府中市立上下保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日
まんさい！ひろしまご飯
うみゃ～もんナムル
ごぼっちゃいなスープ

108

・給食時にパネルを使用し，クラス別に子ども
たちに説明した。
・説明の様子を「おたより」に掲載し保護者知
らせた。
・献立及び食材をパネル展示した。

・10月より掲示物を玄関に展示したことで，お迎
え時に保護者と子どもで会話する姿が見られ
た。
・パネルの説明はマジックテープを使い，ご飯
の中に食材（写真）を入れる様子を見せることで
よく理解できた。給食時にも，ひとつひとつ食材
を探しながら興味をもって食べる姿や，食材を
大切にし，じゃこ一匹でも残さず，きれいに食べ
る姿が見られた。

74 国府保育所 府中市 児童福祉施設 10月15日

まんさい!ひろしまご飯
うみゃ～もんナムル
ハンバーグ
ごぼっちゃいなスープ
柿
・３歳以上児
  （ｴﾈﾙｷﾞｰ392㎉，塩分2.3g）
・３歳未満児
  （ｴﾈﾙｷﾞｰ310㎉，塩分2.0g）

204
給食だよりで，ひろしま100万食給食の実施
等について行った。

・「まんさい!ひろしまご飯」は，広島菜だけでな
く，小松菜も一緒に入れ，色彩をよくした。
・「うみゃ～もんナムル」は，献立通りに作ると，
少し甘いように感じた。
・「ごぼっちゃいなスープ」は，調理方法にもよる
が，ごぼうの臭みが強すぎ，あまりすすまない。

75 和光園保育所 府中市 児童福祉施設 10月30日

まんさい!ひろしまご飯
鶏肉のから揚げ
うみゃ～もんナムル
ごぼっちゃいなスープ
バナナ
・３歳以上児
  （ｴﾈﾙｷﾞｰ608㎉，塩分1.9g）
・３歳未満児
  （ｴﾈﾙｷﾞｰ565㎉，塩分1.7g）

172 給食だよりで情報提供を行った。
・「まんさい！ひろしまご飯」に，しその葉も入れ
て，香りづけをした。
・好評であった。

76 たんぽぽ園保育所 府中市 児童福祉施設 10月16日
まんさい!ひろしまご飯
うみゃーもんナムル
ごぼっちゃいなスープ

96
・「まんさい！ひろしまご飯」のタコは，年少には
入れずに提供しました。



77 リョービ保育園 府中市 児童福祉施設 10月27日

まんさい!ひろしまご飯
うみゃ～もんナムル
ごぼっちゃいなスープ
肉団子の甘辛煮
ハニレモ煮
りんご
・３歳以上児
  （ｴﾈﾙｷﾞｰ384㎉，塩分1.6g）

95

・広島県教育委員会<おいしいねえ笑顔広が
るひろしま給食>
・府中市教育委員会，総務課子ども食育係，
府中市女性こども課<食育だより>
各家庭に2枚配布

・「まんさい！ひろしまご飯」は全体的な塩分を
考えて，酢飯ではなく府中市給食アレンジレシ
ピの白御飯に具材を混ぜました。
・また，梅干しのかわりに，カリカリ梅を使用し
て，食べやすくしました。
・副菜には，府中市の特産品を使った，府中オ
リジナルレシピの「うみゃ～もんナムル」，「ご
ぼっちゃいなスープ」を取り入れました。
・地域の方と一緒に食べました。子どもにも大
人にも好評でした。

78
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16日

まんさい!ひろしまご飯
うみゃーもんナムル
ごぼっちゃいなスープ
  （ｴﾈﾙｷﾞｰ322㎉，塩分1.9g）

104 レシピ配布

・「まんさい!ひろしまご飯」は，梅干しの酸味が
苦手な園児も数名いたが，全体的に良く食べて
いた。
・「うみゃーもんナムル」は，味噌が入ることでコ
クがでて，いつものナムルと変わっていて良
かった。
・「ごぼっちゃいなスープ」は，ごぼうが，ちょうど
良い固さで，低年齢の園児も良く食べていた。

79
軽費老人ホームA型
コーポみよし

三次市 老人福祉施設 10月24日

まんさい！ひろしまご飯
鶏肉の唐揚げ
線キャベツ，人参の甘煮
野菜汁
バナナ
（エネルギー582ｋcal，塩分2.9g）

41 １週間分の献立表に献立を書く。

・たこを小さく切って入れた。
・広島県産のレモンを使っているので，あっさり
としたご飯が出来上がった。
・利用者は「美味しかった」と喜んでおられた。

80
特別養護老人ホーム
くるみ荘

三次市 老人福祉施設 10月24日

まんさい！ひろしまご飯
鶏肉の唐揚げ
線キャベツ，人参の甘煮
野菜汁
バナナ
（エネルギー561ｋcal，塩分2.8g）

70 １週間分の献立表に献立を書く。

・入所者にとても好評でおいしいと喜んで食べら
れていた。
・粥食の入所者には，すし酢を使わずに同じ材
料で雑炊を提供した。

10月24日

まんさい！ひろしまご飯
オムレツ
白菜煮物スープ味
絹ごし豆腐すまし汁
フルーツミックス
（エネルギー557ｋcal，塩分4.0g）

83

10月24日

ご飯
しまなみ海道丸ごとマリネ
フレンチサラダ
クリーム煮
牛乳
（エネルギー725ｋcal，塩分1.8g）

77

81 子鹿医療療育センター 三次市 病院 献立表を各病棟に配布

・全種類の献立は取り入れることができなかっ
たが，当センターで可能な献立を選んだ。
・酸味が嫌いな利用者が多いため，レモンは少
し控えめにした。
・咀嚼ができない利用者には，ちりめんじゃこが
硬いと食べにくいのではと考え，粉砕して使用し
た。
・野菜や魚を軟らかく仕上げるために，真空包
装機やスチームコンベクションを使用した。
・残菜もほとんどなく食べられていた。



10月19日

ご飯
さんまのかば焼き
筑前煮
広島わんぱくちりレモン
（エネルギー524ｋcal，塩分2.3g）

10月19日

ご飯
さんまのかば焼き
筑前煮
広島わんぱくちりレモン
すまし汁
（エネルギー579ｋcal，塩分3.0g）

10月19日

ハニレモ煮
（エネルギー79kcal，塩分0.0ｇ） 112

10月20日

まんさい！ひろしまご飯
若もものロール蒸し焼き
きんぴらごぼう
野菜サラダ
（エネルギー456ｋcal，塩分2.9g）

10月20日

まんさい！ひろしまご飯
若もものロール蒸し焼き
きんぴらごぼう
野菜サラダ
フルーツ
（エネルギー482ｋcal，塩分2.9g）

10月22日

ごはん
鰈の西京漬け焼き，トマト
蒸しかぼちゃそぼろあんかけ
せとうちさっぱりサラダ
（エネルギー517ｋcal，塩分2.2g）

10月22日

ごはん
鰈の西京漬け焼き，トマト
蒸しかぼちゃそぼろあんかけ
せとうちさっぱりサラダ
すまし汁
（エネルギー547ｋcal，塩分3.0g）

10月23日

まんさい！ひろしまご飯
豚もも肉炒め，トマト添え
おひたし
フルーツカスタード
春雨スープ
（エネルギー619ｋcal，塩分2.8g） 29

・施設内，通所ホールに食育ウィークのチラシ
を掲示
・食事前に「食育ウィーク」の取組み，ひろしま
給食100万食プロジェクト優秀レシピ，減塩に
ついて説明した。
・希望者には「まんさい！ひろしまご飯」のレ
シピを配布し，施設内にも掲示した。

・まんさい！ひろしまご飯は，高齢者は，たこが
噛みきれず食べられない方がほとんであるた
め，瀬戸内産の穴子を使用した。
・減塩とするため，広島菜漬，梅干し，ちりめん
じゃこの量を減量した。
・広島レモンの香りがよく，簡単でうまみのある
美味しいご飯と好評だった。
・物足りないという声はなく，皆さん，完食され
た。

83
医療法人社団
岡崎医院

三次市 病院 10月19日

広島菜漬と梅干しの混ぜご飯
豚肉と野菜のカレー炒め
せとうちさっぱりサラダ
じゃがいもの吉野煮
（エネルギー615ｋcal，塩分2.5g）

60
・チラシを院内に掲示
・レシピを院内受付，在宅などへ配布

・減塩だが味が薄いという感じがなかった。
・吉野煮が味がしっかり感じられて美味しかった
との感想。
・オイスターソースを使ったものは，好き嫌いが
分かれた。

・せとうちさっぱりサラダは，オイスターソースの
量を1/3にして味付けした。
・当初，かぼちゃのそぼろ煮の献立であった
が，減塩とするため，かぼちゃを蒸してそぼろあ
んをかけることとした。
・せとうちさっぱりサラダは高齢者にも子ども達
にも大好評だった。さっぱりして美味しいという
感想が聞かれた。

82

・広島わんぱくちりレモンは，ほうれんそうが高
値だったため，広島県産の小松菜を使用した。
白いりごまを使用するようになっていたが，高齢
者には入れ歯の間に入って嫌がられるため，使
用しなかった。
・広島レモンの香りがよく，とてもおいしい１品と
なった。
・「さっぱりとしてとても美味しい。」という感想が
多く，子どもたちも含め，残菜はなかった。
・減塩食だったが，物足りなさを感じることなく，
美味しく食べられた。
・ハニレモ煮は，はちみつのやさしい甘さで，レ
モンの酸味や香りがして，さっぱりと美味しいと
好評だった。

109

介護老人保健施設
ナーシングホーム沙羅

三次市 介護老人保健施設

118

・施設内，通所ホールに食育ウィークのチラシ
を掲示
・食事は託児所の子ども達と会食し，食事前
に「食育ウィーク」の取組み，ひろしま給食100
万食プロジェクト優秀レシピ，減塩について説
明した。
・希望者には「広島わんぱくちりレモン」のレシ
ピを配布し，施設内にも掲示した。
・ハニレモ煮は入所者と一緒に作り，おやつと
して提供した。

114

・施設内，通所ホールに食育ウィークのチラシ
を掲示
・食事前に「食育ウィーク」の取組み，ひろしま
給食100万食プロジェクト優秀レシピ，減塩に
ついて説明した。
・託児所の子ども達と会食した。
・希望者には「せとうちさっぱりサラダ」のレシ
ピを配布し，施設内にも掲示した。

・施設内，通所ホールに食育ウィークのチラシ
を掲示
・食事前に「食育ウィーク」の取組み，ひろしま
給食100万食プロジェクト優秀レシピ，減塩に
ついて説明した。
・希望者には「まんさい！ひろしまご飯」のレ
シピを配布し，施設内にも掲示した。

・広島わんぱくちりレモンは，ほうれんそうが高
値だったため，広島県産の小松菜を使用した。
白いりごまを使用するようになっていたが，高齢
者には入れ歯の間に入って嫌がられるため，使
用しなかった。
・まんさい！ひろしまご飯は高齢者は，たこが噛
みきれず食べられない方がほとんであるため，
瀬戸内産の穴子を使用した。
・減塩とするため，広島菜漬，梅干し，ちりめん
じゃこの量を減量した。
・広島レモンの香りがよく，簡単でうまみのある
美味しいご飯と好評だった。



84 ディアレスト三次 三次市 老人福祉施設 10月23日

まんさい！ひろしまご飯
ねぎとあさりのぬた
筍と大豆，昆布の煮物
ミニ刺身
味噌汁
フルーツ
（エネルギー613ｋcal，塩分3.0g）

63 ・ポスターとランチョンマット

・タコ，広島菜漬，ちりめん，梅干しなど全体的
に塩分の高い食材ばかりだったので，梅干しを
外し，レモンの汁だけでなく皮を細かく刻んで混
ぜた。レモンの風味良く仕上がった。

85 三次地区医療センター 三次市 病院 10月24日

ご飯
カレイのおろし煮
ハニレモ煮
カリフラワーの酢の物
（エネルギー544ｋcal，塩分1.4g）

90 レシピ配布

・軟菜食は酸味を抑え，ダイスカットのさつまい
もを使用。
・糖尿病食は甘味料を使用した。
・さっぱりして美味しいと好評だった。

86 ミヨシ電子株式会社 三次市 事業所 10月20日

まんさい！ひろしまご飯
焼き魚（カレイ）
胡麻和え
味噌汁
（エネルギー311ｋcal，塩分3.0g）

142 ・チラシの掲示
・穴子にしたので，インパクトがあり，美味しかっ
た。皆さん，大盛りが多かった。

10月19日

まんさい！ひろしまご飯
肉じゃが
ごま和え
なめこ汁
（エネルギー682ｋcal，塩分3.5g）

108

10月21日

焼きむすび
塩ラーメン
せとうちさっぱりサラダ
カルシウムたっぷりヨーグルト
（エネルギー772ｋcal，塩分3.7g）

109

87
・献立表に掲示
※７月から既に何度か実施しているため，利
用者の皆さん，御存知のメニューである。

・広島菜漬のかわりに小松菜を浅漬けにして小
さく刻んで使用。青しそを加えて香りづけをし
た。
・ご飯の味はできるだけさっぱりと仕上げた。
・両メニューとも既に４～５回実施しているが，と
ても好評である。

庄原さくら学園 庄原市 社会福祉施設


