
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30年



★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。また、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。これらについて住
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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きのこたっぷり そばの
ペペロンチーノ風

和食のそばを洋風にアレンジ
し、にんにくの香りや唐辛子
の辛味をきかせた新感覚の麺
料理です。地元食材のきのこ
をたっぷり使用し、食物繊維
も摂れる一品です。

432kcal
1.3g
138g

１人分

エネルギー
580kcal
食塩相当量
1.8g

家庭
での工夫

【材料 2人分】
そば（乾麺）   160g
舞茸   60g
しめじ   60g
えのき茸   40g
玉ねぎ   60g
パプリカ（赤・黄）   各14g
ピーマン   14g
ベーコン   40g
オリーブオイル   小さじ2
にんにく   4g
鷹の爪（種抜き）   1本
塩   少々
コショウ   少々
酒   小さじ1と1/2
みりん   小さじ1と1/2
しょうゆ   小さじ1と1/2
かつおだし   小さじ1と1/2

小ねぎ   10g

【作り方】　調理時間15分
❶そばをかために茹で、水でしめておく。
❷舞茸、しめじ、えのき茸は石づきを取り、食べやすい大きさにほ
ぐす。

　玉ねぎ、パプリカ、ピーマンは細切り、ベーコンは1㎝幅に切る。
❸オリーブオイル、みじん切りにしたにんにく、輪切りにした鷹
の爪をフライパンに入れ弱火にかける。

❹香りが立ったら❷を入れ、中火で炒める。
❺野菜に火が通ったら❶を入れ、塩・コショウをふり、Aを加え
る。

❻全体に調味料が絡んだら火を止め、器に盛り付け、小口切りし
た小ねぎを散らして完成。

●オリーブオイル、にんにく、鷹の爪を混ぜ合わせ香り油を
作っておくと炒め物や温野菜など色々な料理に活用でき
ます。

●にんにくや鷹の爪の量はお好みで調整してください。

A

エネルギー
食塩相当量
野 菜 の 量

佐久市臼田197
TEL.0267―82―3618

レストラン白樺
佐久総合病院 1F

営業時間：AM9:00～PM7:30（6:30LO）
（第2・4土曜日：AM9：00～PM3：00/ 
2:30LO)
定 休 日：日曜、祝日、第1・3・5土曜日
◆店舗のホームページアドレス
http://sinsyu.net/sinwa/sirakaba.html

きのこたっぷり  そばの 
ペペロンチーノ風セット

野菜の量
249g



信州産そば粉の
くるみガレット

信州産のそば粉にくるみを入
れ、千曲市産の杏ジャムと味
噌のソースを塗ったガレット
です。野菜が苦手な方でもお
いしく食べられるカフェメ
ニューをコンセプトに高校生
が開発しました。

424kcal
2.1g
110g

１人分

エネルギー
608kcal
食塩相当量
3.4g

野菜の量
195g

家庭
での工夫

【材料 1人分】
〈生地〉
そば粉   30g
低脂肪牛乳   100cc
卵（Mサイズ）   1個（50g）
無塩バター   2g
くるみ   5g
塩   0.3g
水   30cc～
〈ソース〉
杏ジャム   2g
味噌   2g
〈トッピング〉
カボチャ   30g
塩   0.1gA  こしょう   少々

ベビーリーフ    50g
オリーブオイル   1gB  塩   0.3g

スモークサーモン   20g
クリームチーズ   15g
ミニトマト   30g

【作り方】　調理時間35分
❶くるみは180℃で10分ローストし、みじん切りにする。
❷カボチャはレンジで柔らかくしてフライパンで少し焦げ目がつ
くまで焼き、Aをふっておく。
❸ボールに卵・牛乳・塩・❶の順に入れて、泡だて器でよく混ぜる。
❹❸にそば粉をふるい入れて混ぜ、水を加えながら少しとろりとし
た硬さのある状態に調節する。
❺フライパン（テフロン加工等）でバターを溶かし、❹に加えて混
ぜ、ラップをして冷蔵庫で10分休ませる。（※フライパンは洗わ
ない）
❻弱火～中火で加熱したフライパンに❺の生地を流し、焼き色が
つく程度に両面焼く。
❼杏ジャムと味噌を合わせてソースを作り、❻の上面全体に塗り、
内側に折って四角形にする。
❽❼にBで味つけしたベビーリーフ、食べやすい大きさに切ったス
モークサーモンとクリームチーズ、❷、ミニトマトを飾って完成。

●このガレットは色々な食材と合わせることができます。
ご家庭にあるものでアレンジしてください。

エネルギー
食塩相当量
野 菜 の 量

長野県千曲市桜堂521-1
TEL.026―214―0039

和かふぇ よろづや

営業時間：AM11:00～PM5:00
（ランチAM11:30～PM2:00)

定 休 日：日曜日
◆店舗のホームページアドレス

http://wacafe-yorozuya.com/
◆Facebookアドレス
https://www.facebook.com/wacafe.yorozuya

 レギュームセット
（ランチ限定・20食）

カフェ
メニュー

2月、4月、8月、11月の第4土曜日に提供



花咲く長寿レシピ集の表紙に掲載されている3つのレシピは動画
としてYoutube に公開しています。
長寿の里「佐久」プロジェクトホームページ内のレシピ検索から
お探しいただくか、以下のQRコードよりお進みください。

この動画は平成 28年度長野県元気づくり支援金活用事業を利用して作成しています。

さばご飯

鮭のりんご味噌バルーン焼き

甘酒の杏仁豆腐

3つの
   レシピ動画を公開しています

264kcal
0.8g

142kcal
0.2g

１人分
エネルギー
食塩相当量

エネルギー
食塩相当量

213kcal
1.3g
100g

１人分

１人分

エネルギー
食塩相当量
野 菜 の 量



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。

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。

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一品です。

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
676kcal 3.9g 275g

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
624kcal 2.8g 145g

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。

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
497kcal 3.9g 184g

れすとらん梓川 定休日：なし（年中無休）
長野県安曇野市豊科高家972-5  TEL.0263-72-8816
営業時間：AM11:00～PM9:00（8：30LO）

小海リエックス・カントリークラブ
南佐久郡小海町大字豊里5907  TEL.0267-93-2236
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）

発酵美人 ～糀×きのこ～

自家製鞍掛豆豆腐のサラダと
米粉豆乳グラタン

食材工房  光志亭 定休日：月曜日
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）

佐久ミーセン  ヘルシーセット
季節によって食材が変更になります



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＆ヘルシーな一品です。

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。

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
700kcal 3.0g 265g

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
680kcal 2.8g 167g

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
688kcal 3.7g 186g

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
666kcal 3.8g 167g

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。

お料理  れもん 定休日：日曜日、月曜不定休
佐久市臼田2179-5  TEL.0267-82-2325

営業時間：AM11：30～PM2：00  PM5：30～PM10：00

ふじた食堂 定休日：不定休
佐久市望月347-7  TEL.0267-53-3726
営業時間：AM11：30～PM2：00  PM5：30～PM 8：00

創作料理レストラン  マルシェ 定休日：火曜日
佐久市野沢261-3  TEL.0267-63-5477
営業時間：AM11：30～PM3：00（2:00LO）  PM5：30～PM10：00（9:00LO）

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

la Santé（ラ・サンテ）セット
（ランチ限定）

  彩り美食御膳 -688- 信州豚と野菜たっぷり
彩り御膳



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。

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。

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
599kcal 3.9g 164g

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
666kcal 3.7g 163g

エネルギー 食塩相当量
142kcal 0.2g

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
698kcal 1.6g 171g

ギ ギ

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。

甘酒の杏仁豆腐
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。

日本海寿司海鮮  ひろ喜 定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
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

創作厨房  たかむら 定休日：水曜日
佐久市春日2718-13  TEL.0267-88-7740
営業時間：PM5：00～PM11：00

ヘルシー姫御膳（ディナー・女性限定）

蓼科牛とたっぷり野菜の
プチ贅沢コース（ランチ限定）

中華レストラン 竹とんぼ 定休日：水曜日
佐久市浅科八幡705  TEL.0267-51-5151

営業時間：AM11：00～PM2:00  PM5：00～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 新食感！！ 甘酒の杏仁豆腐 

お店では「オリジナルレシピ」が味わえます



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。

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
664kcal 3.3g 190g

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、塩分を控えた一品です。

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
697kcal 3.8g 155g

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。 

エネルギー 食塩相当量 野菜の量
492kcal 2.4g 142g

R
レ ス ト ラ ン

estaurant la terre（ラ テール） 定休日：年末年始
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

彩り野菜と信州ポークの
ヘルシー担々うどん

横山 タカ子氏
郷土料理研究家
おいしい信州ふーど 
公使

山野 善正氏
一般社団法人
おいしさの科学研究所 
理事長

浜 このみ氏
クッキング
コーディネーター

アドバイザー
の紹介

あけぼのや 定休日：火曜日、第2水曜日
佐久市望月74-1  TEL.0267-53-2022
営業時間：AM11：30～PM 2：00　PM 5：30～PM 8：00

鰻のもちづき長寿膳

株式会社  横丁 本店 定休日：1月1日のみ
佐久市中込1600-1  TEL.0267-62-2635
営業時間：AM9：00～PM7：00

花咲く長寿弁当
～鶏の安養寺味噌焼き～



　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
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
減塩運動など食生活の改善に向けた取り組みを行なってきました。また、農
業が盛んな県として農作業と長寿には深い関連があると考えられます。
　本プロジェクトは、平成25年に長寿の里のモデルを佐久から全国へ発信し
ていくことを目的に起ち上げました。佐久地域の行政やJA、病院、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、さらに農作業者な
ど地域の方々と一体となって取り組んでいます。基本となる３つの方針を示
します。

1 健康食メニュー・健康食品等の開発
地元特産物を活用しながら地域の風土に合ったおいしい健康食（花咲く長
寿レシピ）や健康商品の開発。

2 農作業による健康維持と地域食材生産振興
農作業が健康に役立つこと、いつまでも元気に農作業を続けていくための
秘訣などの調査研究・普及。

3 地域食材の販路開拓と利用率向上
地元農産物や特産物の販路拡大、利用率の向上をめざした活動。

長寿の里「佐久」プロジェクトとは

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　一般財団法人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
公益社団法人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



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

野菜を１日に350ｇ以上食べていますか？
　長野県は野菜摂取量が全国１位ですが、県内の野菜の摂取量は
年々減少しており、特に若い世代や働き盛り世代の摂取量が少ないこ
とが課題となっています。
　野菜には、高血圧を予防する「カリウム」や、心筋梗塞などを予防
するために大切な「食物繊維」が含まれており、１日350ｇ以上の
野菜を摂取すれば、カリウムも食物繊維も目標量以上摂ることがで
きると言われています。
　佐久地域はおいしい野菜の産地です。１日350ｇ以上を目標に、
おいしい地元野菜をたくさん食べましょう。


