
長寿の里「佐久」プロジェクト

健康でいきいきと暮らし長生きするためには、
規則正しい生活や適度な身体活動とともに、日々の食事が大切です。

私たちは、ご家庭で簡単に作れ、地元食材を活用した
「おいしい健康食」の開発に取り組んでいます。

健康長寿の秘訣は医食同源

平成29年度



★適塩・栄養バランスへの配慮
● 個人の味覚に合わせるのではなく、おいしく、食材そのものの味
を活かし適切な塩分量に慣れる（適塩）。

● １日３食､ 主食、主菜、副菜を食卓にそろえて､ 自分に見合った
食事量を心がける。

目標とする栄養成分などの目安（一食当たり）
●エネルギー：600～700kcal
●食塩相当量：4g未満
●野 菜 の 量：140g以上

★地元食材の活用
● 地域の地元でとれる食材を使用。
　おいしい信州ふーど（風土）にも目を向けてみる。
● 野菜など「旬」の食材、乾物、常備菜を活用する。

★食べやすい・作りやすい工夫
● 噛みごたえを残しつつ、繊維を断ちきるように刻むなど調理方法
を工夫する。

● 長期保存可能、購入しやすいなど日頃から家にある手軽な食材を
上手に工夫する。

おいしい健康食

　3つのコンセプト

ごあいさつ
長寿の里「佐久」プロジェクト代表　夏川 周介

古来より「医食同源」という言葉が示すように、正しい食生活は健
康の源であり、長寿の秘訣でもあります。
高齢化の進む現代、健康で長生きするためには適切な医療、充実し
た福祉、年齢ごとにふさわしい食事や身体活動、そして安全な食料
を提供する農業が大切です。そして、土に触れ農作業を行なうこと
は生きがいと健康維持につながる重要な要素です。こんな事を住民
の皆さんと一緒に考え、取り組んでいくため、まず、おいしい健康
食を考えてみました。参考にしていただければ幸いです。

食
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きのこの液みそ
炊き込みごはん

主菜や副菜に合いほんのり味
噌が香る炊き込みごはんです。
このレシピには、だし入りの
液みそを使用。長寿県長野に
は欠かせない信州味噌の香り
がひき立ちます。

【材料 2人分】
お米 ・・・・・・・・・・・ 1合（150g）
しめじ ・・・・・・・・・・・・・・・ 100g
にんじん ・・・・・・・・・・・・・・ 80g
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200㎖
液みそ 料亭の味 ・・ 大さじ1（17g）

【作り方】　調理時間50分
❶しめじは石づきをとり、ほぐす。
❷にんじんは短冊切りにする。
❸炊飯器にといだお米、「液みそ」を加え、目盛り通りに水を注ぎ
混ぜ合わせた後、❶❷の具材をのせ炊飯する。

❹炊き上がったら、全体を切るように混ぜ合わせ器に盛りつけて
完成。

304kcal
1.0g
90g

●「液みそ」は、お米１合に対して「大さじ１」の割合がおすすめ。お好きな具材で楽し
めます。

●ご家庭の生みそを使用する場合は、まず生みそ大さじ１とだし汁200mlを溶いて
入れ、目盛り通りに水を注ぎ調整してください。

一人分
エネルギー
食塩相当量
野 菜 の 量

この2ページの
レシピと

セットメニューは
マルコメの商品を
使っているんだよ♪

液みそ
料亭の味

プラス糀
無添加
糀美人

https://www.marukome.co.jp/
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なめことたたき長芋の
おろししょうがみそ汁

だし要らずで簡単に作れるみ
そ汁です。
24割糀の味噌は甘みとコク
が特徴。なめこや長芋のとろ
みでおいしさや満足感がアッ
プします。

【材料 2人分】
なめこ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 50g
長芋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60g
プラス糀 無添加 糀美人
……………大さじ1強（20g）
しょうが（すりおろし） ・・・ 6g
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200㎖

【作り方】　調理時間10分
❶長芋の皮をむき、厚手のビニール袋に入れて、外側からめん棒な
どで叩いて細かくする。

❷分量の水を小鍋に入れて煮立ってきたら、なめこと長芋を入れて
　１～２分煮て「糀美人」を溶かす。
❸器によそい、おろししょうがをのせて完成。

46kcal
1.2g
55g

●「糀美人」は糀がたっぷり入っている味噌のため、みりんでのばして肉や魚を漬け
ると、糀のチカラでふっくらと美味しい味噌漬けをつくることができます。 

●適切な塩分量に向けて、コクと旨みが特徴の糀がたっぷり入っている味噌もお試し
ください。

一人分

長野県安曇野市豊科高家972-5
TEL0263-72-8816

長野道梓川サービスエリア（上り線）

れすとらん梓川

発酵美人
～糀×きのこ～

エネルギー
676kcal
食塩相当量
3.9g

野菜の量
275g

営業時間：AM11:00～PM9:00
　　　　  （ラストオーダー PM8：30） 
定 休 日：なし（年中無休）
◆店舗のホームページアドレス
http://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=143　
http://www.alpico.co.jp/traffic/servicearea/

エネルギー
食塩相当量
野 菜 の 量

大豆に対して2.4倍の米糀を使用したお味噌のことです。
割糀の味噌とは24

数量
限定
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鞍掛豆豆腐と福味鶏のサラダ
～自家製ごまドレッシングで～

風味豊かな小海町産の鞍掛豆
を使い、豆の食感を残して滑
らかに仕上げた豆腐のサラダ
です。
野菜や鶏肉には簡単に作れる
ごまドレッシングが、豆腐に
は塩がよく合う1品です。

【作り方】　調理時間30分 ※豆の戻し時間は除く
❶鞍掛豆を水に浸して戻しておく(約24時間)。
❷鍋に湯を沸かし沸騰したところに❶を入れて、再沸騰したら火
を止め、ざるにあけ水にさらす。

❸調整豆乳(100ml)と❷をミキサーにかける(ある程度豆の形を残す)。
❹鍋に水・残りの調整豆乳・❸を入れ、かき混ぜながらイナアガー
を入れる。

❺❹を中火にかけ、焦げ付かないように木べらで混ぜる。沸騰した
らさらに1分ほどかき混ぜて火を止める。

❻❺を器に移し替え、粗熱をとり冷蔵庫で固まるまで冷やす。
❼福味鶏は弱火で火が通るまで茹で、熱いうちにほぐす。
❽アスパラとブロッコリーは食べやすい大きさに切って茹で、他
の野菜も食べやすい大きさに切る。

❾❻～❽をお皿に盛りつけ、自家製ごまドレッシング(Ａをよく混
ぜ合わせる)と塩を添えて完成。

●イナアガーの代わりに粉寒天でも代用できます(豆腐5人分の
分量に対し、粉寒天6g)。

●自家製ごまドレッシングは肉だけでなく、魚料理やつけ麺のタ
レ（だしで割る）として使ってもおいしくいただけます。

【材料 5人分】

鞍掛豆（乾燥） ・・・・・・・・・・・ 50g
調製豆乳 ・・・・・・・・・・・・ 300㎖
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150㎖
イナアガー ・・・・・・・・・・・・・・・ 9g
福味鶏むね肉 ・・・・・・・・・ 200g
（皮なし）
レタス ・・・・・・・・・・・・・・・・ 150g
サニーレタス ・・・・・・・・・・ 75g
アスパラ ・・・・・・・・・・・・・・ 100g
ブロッコリー ・・・・・・・・・ 100g
パプリカ（赤・黄） ・・・・ 各25g
ミニトマト ・・・・・・・・・・・・ 150g
アボカド ・・・・・・・・・・・・・・・ 125g

マヨネーズ ・・・・・大さじ1
すりごま ・・・・・・・・大さじ1
砂糖 ・・・・・・・・・・小さじ1/2
しょうゆ ・・・・・・・・小さじ1
酢 ・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
すりおろしりんご ・・大さじ1

塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.5g

一人分

南佐久郡小海町大字豊里5907
TEL0267-93-2236

小海リエックス・
カントリークラブ

自家製鞍掛豆豆腐のサラダと
米粉豆乳グラタン

エネルギー
624kcal
食塩相当量
2.8g

野菜の量
145g

営業時間：AM10：30～PM2:00 
営 業 日：4月上旬～11月下旬
　　　　　　　　(気候により変更あり)

◆店舗のホームページアドレス
　http:// www.reexcc.jp/

227kcal
0.8g
125g

エネルギー
食塩相当量
野 菜 の 量

鞍掛豆豆腐

自家製ごまドレッシング

A

平成
27～28年 セットメニュー &提供店一覧

今までに開発した「花咲く長寿レシピを使ったセットメニュー」と提供店の一覧です。
各店舗で好評です。引き続き展開しておりますので、ぜひご賞味ください。

開発した「花咲く長寿レシピを使ったセットメニュー」と提供
各店舗で好評です。引き続き展開しておりますので、ぜひご賞味くださ

信州のジャージャーミーセン
心に残る信州の創作中華。長野県調理師会佐久平支部が開
発した、佐久市産の米粉にくま笹を練りこんで作った麺（く
ま笹ミーセン）と味噌が主役で食卓を彩ります。

信州サーモンとプルーン丼
カロリーや塩分などバランスの取れた土産土法。腸内環
境を良くし美しくなると言われているプルーンを混ぜた
ご飯に信州サーモンをのせた、おいしい和食丼です。

信州豚と臼田産プルーンの焼肉丼
地元産プルーンの酸味と甘味を活かして、さっぱり食べ
られる焼肉丼です。手軽に作れるので、男性や一人暮ら
しの方にもおすすめです。

定休日：水曜日中華レストラン 中華レストラン 竹とんぼ竹とんぼ
佐久市浅科八幡705　TEL0267-51-5151

営業時間：AM11：00～PM2:00   PM 5：00～PM10:00

信州豚と
野菜たっぷり彩り御膳

 定休日：日曜日、月曜不定休お料理お料理　れもんれもん
佐久市臼田2179-5　TEL0267-82-2325

営業時間：AM11：30～PM2：00　PM5：30～PM10：00

信州のジャージャンミーセン＆

佐
サ ク

久っとヘルシーチキンセット

  彩り美食御膳 -688-

エネルギー：688kcal  食塩相当量：3.7g　野菜の量：186g

エネルギー：666kcal  食塩相当量：3.8g　野菜の量：167g

エネルギー：666kcal  食塩相当量：3.7g　野菜の量：163g



福味鶏のソテー温野菜のサラダ仕立て
年齢を問わず好まれる低カロリーなチキンに野菜をたっ
ぷり添え、酸味のきいたシェリービネガーソースととも
に召し上がっていただくバランスのよい一品です。

鰻の柳川風
高級な鰻を、少量で美味しく栄養たっぷりな柳川風に仕
上げました。だし汁を使うことで調味料を減らし、塩分を
控えた1品です。

健康一番！佐久ミーセン
塩分が気になる人も「汁」まで飲める！くま笹ミーセンを
ラーメン風に仕上げました。適塩に向けて葱油や魚粉な
どを活用したスープが馴染みます。

定休日：月曜日食材工房食材工房 光志亭光志亭
佐久市協和2395-1 TEL.0267-78-5415

営業時間：AM11:00～PM2：30（2：00LO） PM5：00～PM10：00（9:00LO）

la Santé（ラ・サンテ）セット
（ランチ限定）

  定休日：火曜日創作料理レストラン 創作料理レストラン マルシェマルシェ
佐久市野沢261-3　TEL.0267-63-5477

営業時間：AM11：30～PM3：00　PM5：30～PM10：00

  鰻のもちづき長寿膳

定休日：火曜日、第2水曜日あけぼのやあけぼのや
佐久市望月74-1　TEL.0267-53-2022

営業時間：AM11：30～PM2：00　PM5：30～PM8：00　　

佐久ミーセン
ヘルシーセット

エネルギー：680kcal  食塩相当量：2.8g　野菜の量：167g

エネルギー：697kcal  食塩相当量：3.8g　野菜の量：155g

エネルギー：497kcal  食塩相当量：3.9g　野菜の量：184g 季節によって食材が
変更になります

お家で簡単！蓼科牛の和風ローストビーフ
固くなりがちな赤身肉で、簡単に柔らかな「おいしいロー
ストビーフ」が作れるレシピです。 今回は地元食材“蓼
科牛”と季節の野菜を使い、彩りよく仕上げました。

野菜たっぷり!! ミーセンの豆乳カレーつけ麺
くま笹ミーセンをつけ麺風に楽しむ進化系カレーライス
です。スパイシーなカレーに豆乳をあわせたつけだれは、
様々な野菜とも相性抜群！満腹＆ヘルシーな1品です。

プルーンドレッシングの海鮮カルパッチョ
新鮮な魚介類たっぷり！サラダ感覚のヘルシーカルパッ
チョです。ドレッシングにはプルーンを使い、いつもとは
一味違った味わいを楽しめます。

蓼科牛とたっぷり野菜の
プチ贅沢コース（ランチ限定）

定休日：水曜日

定休日：不定休

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）

創作厨房創作厨房  たかむらたかむら
佐久市春日2718-13　TEL.0267-88-7740

営業時間：PM5：00～PM11：00

ふじた食堂ふじた食堂
佐久市望月347-7　TEL.0267-53-3726

営業時間：AM11：30～PM2：00　PM5：30～PM 8：00

日本海寿司海鮮日本海寿司海鮮 ひろ喜ひろ喜
佐久市佐久平駅北16-2　TEL.0267-68-5800
営業時間：AM11:30～PM2:00　PM5:00～PM10:00

野菜たっぷり!!ミーセンの豆乳
カレーつけ麺と彩ミルフィーユカツ

ヘルシー姫御膳
（ディナー・女性限定）

エネルギー：700kcal  食塩相当量：3.0g　野菜の量：265g

エネルギー：599kcal  食塩相当量：3.9g　野菜の量：164g

エネルギー：698kcal  食塩相当量：1.6g　野菜の量：171g



栄養価の高い甘酒は「飲む点滴」とも言われています。
地元酒蔵の甘酒を使い、低カロリーで体に優しく、家庭で
も簡単に作れるデザートです。

彩り野菜と信州ポークのヘルシー担々うどん
野菜不足になりがちな麺類を彩りよく仕上げました。 
豆乳入りの特製担々タレで塩分を抑え、信州ポークと
たっぷりの野菜がおいしく食べられます。

鶏の安養寺 味噌焼き
鶏もも肉を安養寺味噌ベースのタレに漬け込み、しっと
りと焼き上げました。
冷めても柔らかく、お弁当にもおすすめのレシピです。 

新食感！！ 
甘酒の杏仁豆腐 

定休日：水曜日 定休日：火曜日、祝日、12月29日～1月3日中華レストラン 竹とんぼ
佐久市浅科八幡705 TEL0267-51-5151
営業時間：AM11：00～PM2:00、PM5：00～PM10:00

健康カフェ ベルフラワー

佐久市臼田2175-1  うすだ健康館内
TEL0267-81-5541 営業時間：AM10：00～PM5:00

彩り野菜と信州ポークの
ヘルシー担 う々どん

花咲く長寿弁当
～鶏の安養寺味噌焼き～

定休日：年末年始

定休日：1月1日のみ

RR
レ ス ト ラ ンレ ス ト ラ ン

estaurantestaurant  ll
ララ

a a tt
テ ー ルテ ー ル

erreerre
佐久市中込3400-28 佐久医療センター 4F  TEL.0267-64-6007

営業時間：月～金、第2・4土曜日 AM10:00～PM8:00  日・祝日、第1・3・5土曜日 AM11:00～PM5:00

株式会社株式会社  横丁 本店横丁 本店
佐久市中込1600-1 TEL.0267-62-2635

営業時間：AM9：00～PM7：00

お店では「オリジナルレシピ」が味わえます

エネルギー：492kcal  食塩相当量：2.4g　野菜の量：142g

エネルギー：142kcal  食塩相当量：0.2g

エネルギー：664kcal  食塩相当量：3.3g　野菜の量：190g

　長野県は海からもっとも遠く、海抜も高いため、かつては物資の流通に乏
しい地域でした。古くから塩蔵に頼る食文化が根づいていたこともあり、塩
分の過剰摂取からくる高血圧に起因する脳血管障害による死亡率が全国的に
最も高い地域です。佐久地方では戦後いち早く地域の医療機関と連携し、住
民の減塩運動を行なってきました。
　本プロジェクトは、平成25年より佐久地域の行政、JA、病院や地域で活
躍する医療・保健・福祉の専門家等による多職種連携、さらに農業生産者な
ど地域の方々とが一体となって、長寿の里のモデルとして全国に発信してい
くために起ち上げました。

花咲く長寿レシピアドバイザー・郷土料理研究家  横山 タカ子
　食べ繫げたい基本の食事は、ご飯に味噌汁、酢の物
に煮物、そしてメインの動物性タンパクが揃った一汁
三菜です。そこに発酵食品の漬物をプラスした「一汁
四菜」こそが信州の「健康食」。「何をどれだけ食べた
ら良いのか」は、そのスタイルが答えてくれるでしょ
う。
　時代のどんな波にも流されず、またサプリメントに

頼ることもなく、私たちの身近にある食材と素直に向き合い、郷土料理や行
事食を大切に守り「ひらがな料理」を食べましょう。

長寿の里「佐久」プロジェクトとは

長寿に向けた一汁四菜

健康長寿の里、佐久に咲く花「コスモス」をモチーフにしたデザインです。
コスモスの薄紫系のピンクをベースに、あたたかく、優しいイメージの配色にいたしました。

ロゴマークデザインコンセプト
健
コ
健
コ

プロジェクト構成団体
主催　（一財）日本農村医学研究所（佐久総合病院）
協力  一般社団法人長野県調理師会佐久平支部
　　　公益社団法人長野県栄養士会佐久支部　佐久地区保健師会
　　　長野県介護福祉士会東信支部
　　　NPO法人長野県歯科衛生士会小諸佐久支部
　　　佐久浅間農業協同組合　佐久市
　　　長野県佐久地域振興局　長野県佐久保健福祉事務所
　　　長野県佐久農業改良普及センター



レシピ・活動の紹介は http://chouju-saku.jp/ 長寿の里　佐久 検索

お問い合わせ　本事業事務局 0267-82-2485（一財）日本農村医学研究所（佐久総合病院）

ホームページに
ご意見お聞かせ下さい

このレシピ集は「平成29年度 長野県次世代ヘルスケア産業協議会事業」を利用して作成しています。

「見えないあぶら」を知っていますか？
　脂質（あぶら）は体に必要な栄養素ですが、日本人の脂質の摂取量
は年々増加しており、摂りすぎている可能性があります。
脂質には、植物油やバターなど調理で使う「見えるあぶら」だけでなく、
肉や魚、加工品・乳製品等に含まれる「見えないあぶら」もあります。
　「見えないあぶら」を控えるポイントは、脂の多い食材を調理する際
に蒸す・ゆでる等で脂を減らす工夫をするなど、加工食品や外食メ
ニューに記載されている栄養成分（脂質）を確認することも重要です。
普段の食事から摂り方を見直してみましょう。


