
　学校給食を通じて心と体の健康を保ち、
成長を支える食育に取り組んでいる栄養士
の皆さん。栄養バランスと食べる楽しさの
両立を目指し工夫をこらしています。今回
は、栄養士として40年勤務された尾形さ
ん、栄養教諭として5年目の平尾さんにお
話を伺いました。

　栄養士として40年間、「最高においしい給食」を目指して区内の小中学校の給食に携わって
きました。その中で考案したのが「たこぺったん」です。きっかけは子どもたちに給食に関心を
もってもらうために取り入れた「リクエスト給食」。その中に「たこ焼き」の要望があったのです
が、給食室にはたこ焼き器はない。揚げるしかないが、丸いままでは火が通りにくい。たこ焼き
のイメージを保ちながら、調理しやすくするにはどうしたらいいのだろう……。子どもたちの要
望に応えてあげたいので、試作を重ね、大きさや形、具材のたこやキャベツの切り方も工夫し、
少し押して“ぺったんこ”にしました。いざ給食に出すと、ネーミングも親しみやすかったのか、
喜んで食べてくれました。今では区の給食の“名物”料理になっているのはとてもうれしいです。
　「食」は人間の体をつくる源。ただ食べるのではなく、その先の「食」そのものを子どもたちが
自分で意識し、口に入るまでのさまざまな過程や栄養につい
て頭で考えながら、正しい食生活を送るための知識を身に付
けてもらえることを願っています。

　栄養教諭として大切にしているのは、子どもたちが食に興味をもって楽しんで食べら
れること。そのためにいろいろなお楽しみ給食を取り入れています。月1回、その月に
誕生日を迎える子を祝う「バースデー給食」は、子どもたちにとって大切なイベントです。
手作りケーキを出し、一人ひとりにバースデーカードを渡しています。「食育の日給食」
では東京の食材を使い、「オリンピック・パラリンピック応援給食」は、参加国の料理を
出し、私たちが住む地域や世界の食文化を伝えています。食育の授業は、全学年で行い、
学年に応じて家庭科や生活科などの内容も取り入れています。「食」を通してあらゆる分
野に視野と好奇心を広げてもらうことを意識しています。
　お楽しみ給食や食育の授業をきっかけに、主食・主菜・副菜をバランス良く食べられ
るようになったり、食品ロスのような食にまつわる環境問題に興味を抱いたりする子ど
ももいます。今後も食を通して楽しみながら生きる
ためにいろいろなことを学び、成長してほしいです。

メニュー開発の原点は
「子どもたちのリクエストに応えたい気持ち」

生きるための総合学習である「食」の楽しみを伝えたい

　のちからちからで、

　 　 子どもたち子どもたちを笑顔笑顔に

▲尾形さんが考案した「たこぺったん（右
下）」。たこ焼きのレシピをアレンジしたも
の。丸くした生地を軽くつぶして揚げる（平
成 14年撮影）

▲志茂田小学校内にある「給食スペース」。
その日の食材などの情報を掲示している

　大田区在住。区内の小中学校で食育指導や保護者向
けの啓発活動など、「生きた教材」である給食を通して
食の大切さを伝え、平成 22 年退職。メニュー開発し
た「たこぺったん」は、区の平成 25 年度成人のつど
いで「食べたい懐かしい給食」の第 1 位に。

　志茂田小学校主任栄養教諭。管理栄養士の母の下、食
について学ぶことが身近であったことから、食と栄養の
専門家を目指す。小学校の教育実習で子どもの素直な反
応に感動し栄養教諭に。「子どもたちが食べている時や
食の話に興味をもった時のキラキラした笑顔が好き」

Profile

Profile

尾形文子さん

平尾綾さん
（主任栄養教諭）

（「たこぺったん」
考案者）

食食

問合先　学務課保健給食係　　☎5744 －1431　 FAX 5744 －1536

地域力・国際都市　おおた

    

発行： 大田区　編集： 広聴広報課
144-8621　大田区蒲田5-13-14

5744-1111（代）　FAX 5744-1503

令和3（2021）年

毎月1・11・21日発行
4月21日号
No.1617

HP　https://www.city.ota.tokyo.jp/
LINE　@otacity
Twitter　 @city_ota

給食は“まなび”がいっぱい！ 4面へ



ます。詳細は区HPをご覧ください。�
●観光者向け事業＝限度額20万円
●区民向け事業＝限度額10万円
区内の自治会連合会、商店街、NPO

法人などの団体、民間企業
など
観光課観光振興担当�

　☎5744－1322
　 5744－1323

防犯パトロール活動費の助成
自治会・町会、PTA、NPO団体など

定期的に区内で防犯活動を行う団体
①防犯パトロール活動用品購入費＝上限
初回10万円、2回目以降3万円②青色回
転灯購入費＝上限1万5,000円③青色防
犯パトロールの燃料費＝上限3万円
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1634　 5744－1519

昭和56年5月以前に建築された
木造住宅をお持ちの方へ

　耐震性が不足する旧耐震基準の木造住
宅を除却する際にかかる費用の一部を助
成します。申請方法など詳細はお問い合
わせください。
●助成額　工事費用の2/3（上限75万円）
※4月1日から区内中小企業を利用して
除却する場合の限度額や助成率を引き上
げました
防災まちづくり課耐震改修担当

　☎5744－1349　 5744－1526

特別区立幼稚園の臨時的任用教員
採用候補者

　詳細は問合先HPをご覧ください。�
幼稚園教諭普通免許状を有する方
4月23日～5月6日（消印有効）に問合

先へ指定の申込書（問合先
などで配布）を郵送
特別区人事・厚生事務組

合教育委員会事務局
　☎5210－9857�

おしごとナビ大田区
　大田区で働きたい方に向けた求人サイ�
トです。企業の一般求人情報をはじめ、�
パート・アルバイト情報も
掲載しています。
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109
　 3733－6459

ゾーン30を新たに整備しました
　ゾーン30は、時速30キロの速度規制
とそのほかの安全対策をすることで、生
活道路の安全な通行を確保することを目
的としています。詳細は最寄りの警察署
へお問い合わせください。

都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

出産育児一時金（42万円）の支給
●請求・支払い方法
　大田区国民健康保険が医療機関へ直接
支払い。医療機関で手続き。
　上記の支払制度が利用できない場合の
手続きは区HPでご確認ください。
出産（妊娠85日以上での死産・流産を

含む）をした、大田区国民健康保険加入
者（ほかの健康保険の支給を受けた方を
除く）
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

後期高齢者医療保険料は
納期限までに納めましょう

　保険料を納付書でお支払いの方へ、令
和3年度の納付書（第1～3期分の計3枚）
を郵送しました。口座振替への変更、納
付相談はお問い合わせください。
●納付場所　金融機関、ゆうちょ銀行、
コンビニエンスストア、区役所本庁舎4
階、特別出張所
国保年金課後期高齢者医療収納担当

　☎5744－1647　 5744－1677

口座振替をご利用ください
　口座振替で納め忘れをなくしましょ
う。
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自

動車税、国民健康保険料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料を納付書でお支払
いの方
口座のある金融機関かゆうちょ銀行

へ、口座振替依頼書、預貯金通帳、届出
印を持参。問合先へ口座振替依頼書を郵
送も可（後期高齢者医療保険料を除く）
特別区民税・都民税、軽自動車税

＝納税課収納推進担当
　☎5744－1205　 5744－1517
国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
　☎5744－1209　 5744－1516
後期高齢者医療保険料
＝国保年金課後期高齢者医療収納担当
　☎5744－1647　 5744－1677
介護保険料＝介護保険課収納担当
　☎5744－1492　 5744－1551

住民税・軽自動車税・国保料の
納付にはクレジット納付を

ご利用ください
　納付書のバーコードをスマートフォン

などで読み取り、特別区民税・都民税（住
民税）、軽自動車税、国民健康保険料の
クレジットカード払いができます。詳細
は区HPをご覧ください。
納税課収納推進担当

　☎5744－1205　 5744－1517
　国保年金課国保料収納担当　
　☎5744－1209　 5744－1516

国民健康保険ジェネリック医薬品
差額通知

　服用中の薬をジェネリック医薬品へ切
り替えた場合に軽減できる自己負担額の
お知らせを、薬剤費軽減見込額が一定額
を超えた方に毎月下旬に郵送します。
国保年金課国保保健事業担当

　☎5744－1393　 5744－1516

アスベストフォローアップ検診
　問診、胸部X線撮影によるアスベスト�
に特化した健康診査
●受診期間　6月1日～令和4年3月31日
の金曜の午後（休診日などを除く）
区内在住でアスベストによる健康被害�

に不安を抱えている方
東京労災病院（大森南4－13－21）
問合先へ検査希望日前月の20日まで

に電話
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1246　 5744－1523

肝炎ウイルス検査
　問診、採血によるB型・C型肝炎ウイ
ルス検査（1回限り無料）
区内在住で15歳～39歳の方

※手術などを受ける際の事前検査として
受けることはできません
●検査期間　令和4年3月31日まで
区内の実施医療機関
問合先へ電話
感染症対策課感染症対策担当

　☎5744－1263　 5744－1524

内職相談	
　在宅でできる仕事の相談にお応えしま
す。仕事の紹介は登録制です。詳細は問
合先HPをご覧ください。
区内在住の方
月～金曜（休日を除く）、午前9時～午

後5時�
産業プラザ

問合先へ電話。問合先HP
からも申し込み可
（公財）大田区産業振興協会�
　☎3733－6109
　 3733－6459

「こどもSOSの家」協力員
自治会・町会、青少対、PTAなどに所

属している方や区内事業者で協力いただ
ける方
問合先へ申請書（問合先へ電話して入

手）を郵送。問合先へ来所も可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

男女共同参画推進区民会議委員
区内在住の20歳以上の方

●募集人数　選考で4名以内
●募集期間　5月6～28日（必着）
問合先へ作文と申込書（問合先、エセ

ナおおたで配布。区HPからも出力可）を
郵送か持参
人権・男女平等推進課男女平等推進担当

　☎5744－1610　 5744－1556

区民協働推進会議委員
　詳細は区HPをご覧ください。
区内在住・在勤・在学で、区民活動に

熱意と関心があり、年7回の会議（平日夜
間2時間程度）と助成事業の審査・観察に
参加できる方
●募集人数　選考で若干名
●選考方法　書類審査、面接
●募集期間　5月20日まで（消印有効）
問合先へ作文と申込書（問合先で配

布。区HPからも出力可）を郵送か持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

公共職業訓練7月入校生
（板金溶接科・施設警備科）
4月23日～5月25日に必要書類をハ

ローワークへ持参。詳細はお問い合わせ
ください
都立城南職業能力開発センター大田校

　☎3744－1013　 3745－6950

都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（5月6～14日に区役
所本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅
管理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。�
●募集住宅　①家族向住宅②単身者向住
宅③若年夫婦・子育て世帯向住宅④居室
内で病死などがあった住宅
東京都住宅供給公社都営住宅募集セン�

ター�
　☎3498－8894

大田区勤労者共済会員
①区内の工場・商店・事務所などの中

小企業で働く事業主と従業員②区内在住
で区外の中小企業で働く従業員
200円（入会金）、月額500円
問合先へ申込書（問合先へ来所か大田

区勤労者共済HPで入手）を
郵送か持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6107
　 3733－6122

東京2020大会を契機とした
地域活性化事業補助金

　東京2020大会開催時期に、人が密集
しない朝の涼しい時間帯を有効利用し、
安全で健康的に楽しめる観光・地域活性
化事業に対して補助（補助率1/2）を行い

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
申し込みは
コチラ

求　人

健　康

相　談

国保・後期高齢者医療・税

下丸子駅下丸子駅

環八通り
環八通り

東急東急多摩川線
多摩川線下丸子公園下丸子公園

矢口西小矢口西小

大田区民大田区民
　プラザ　プラザ

整備区域整備区域

特別区民税・都民税と国民健康保険料の夜間・日曜納付相談窓口
　お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。
▶日時� 夜間　5月13・27日、6月10・17・24日㈭午後7時まで
� 日曜　6月20日㈰午前9時～午後5時（国保のみ）
� ※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請も受け付け（本人確認書類と証明書などが必要）
▶会場　区役所本庁舎4階
▶問合先 ●特別区民税・都民税について＝納税課

　収納推進担当　☎5744－1205 5744－1517
（共通）・整理大森�☎5744－1200　・整理調布�☎5744－1201

・整理蒲田�☎5744－1202　・整理区外�☎5744－1203
●国民健康保険について＝国保年金課
・国保料収納担当（納付方法）　☎5744－1697
・国保資格係（手続き）　☎5744－1210
※国保資格係の夜間・日曜の電話対応は行っていません

5744－1516
（共通）

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項
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新型コロナウイルス感染予防のための大田区スポーツイベントガイドラインはコチラ�▶

▶会場・問合先	 大田区総合体育館（〒144－0031東蒲田1－11－1）
　☎5480－6688　 5703－1105　http://www.ota.esforta.jp/
　詳細はお問い合わせいただくか、問合先HPをご覧ください。
◆定期スポーツ教室のワンコイン体験

▶費用　1回500円
▶申込方法　問合先へ来館　※事前予約制（先着順）

◆5月の個人開放
▶費用　1利用区分（2時間30分）300円
※バスケットは1時間で入れ替え
▶定員　種目ごとに異なります（先着
順）
▶申込方法　問合先へ電話。利用日の
前日午前9時から受け付け
※中学生以下は保護者同伴

大田区総合体育館のスポーツ教室など

教室番号・教室名 対象 開催日程 時間

月
①かんたんピラティス

高校生以上 5月10・17日
正午～午後1時

②フラダンス 午後3時～4時

火
③よちよち親子体操 1歳

5月11・18日
午前9時～10時

④親子フィット＆ダンス 就園児（年少～年長） 午後4時～5時

水
⑤親子で体操名人 2～3歳

5月12・19日
午前9時～10時

⑥ベリーダンス 高校生以上 午前11時～正午

木
⑦キッズチアダンス50 4歳～小学1年生

5月13・20日
午後4時40分～5時30分

⑧ジュニアチアダンス 小学生 午後6時～7時

金
⑨キッズビート体操50 4歳～小学1年生

5月14・21日
午後4時～4時50分

⑩ジュニアビート運動塾 小学生 午後5時20分～6時20分

種目 開催日程 実施時間
午前 午後1午後2 夜間

バドミントン 5月12日㈬
○ ○ ○

○卓球 5月19日㈬

バスケットボール 5月17日㈪ - - -

ジャイアンツメソッド野球教室
▶対象　①小学1・2年生と保護者②小学3・4年生
▶日時　5月29日㈯①午前10時～正午②午後2時～4時
▶費用　1,000円（当日払い）
▶定員　先着①25組50名②50名
▶申込方法　問合先へ電話（午前9時～午後7時受け付け）
▶会場・問合先　大田スタジアム　☎3799－5820　 3799－5782

（公財）大田区スポーツ協会の催しなど
▶問合先　（公財）大田区スポーツ協会（〒143－0011大森本町2－2－5（大森ス
ポーツセンター内））�
　☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/

◆区民スポーツ大会
種目 日程 会場

玉入れ競技 5月16日㈰ 大森スポーツセンター健康体育室

アーチェリー 6月5日㈯ 平和の森公園アーチェリー場

居合斬道
6月6日㈰

大田区民プラザ体育室

自転車走行会 ガス橋から東高根森林公園

申込先・期限など
詳細は問合先HPを
ご覧ください

大田区スポーツ協会 検索

「第8期大田区男女共同推進
	プラン」を策定しました

　問合先、エセナおおた、区政情報コー
ナーで閲覧できます。詳細は区HPをご
覧ください。
人権・男女平等推進課男女平等推進担当

　☎5744－1610　 5744－1556

消費者生活センター集会室などの
利用休止

9月29日㈬～10月4日㈪午後4時30分
※生活展のため
　☎3736－7711　 3737－2936

東京国際音楽祭2021
　青少年やプロ音楽家たちによる音楽イ
ベントを行います。申し込み方法など詳
細は東京国際音楽祭公式HPをご覧くだ
さい。
5月1日㈯～3日㈷
観光課観光振興担当

　☎5744－1322
　 5744－1323

しょうぶ湯
5月5日㈷
区内の公衆浴場　
470円　※小学生以下は無料
産業振興課商業振興担当

　☎5744－1373　 6424－8233

ひきこもり・生きづらさ茶話処
どころ

　参加者同士やスタッフとの語り合い、
相談ができます。
5月19日㈬午後1時30分～4時

※事前予約制
蒲田地域庁舎
先着20名
問合先へ電話
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

障がいのある方のための
パソコン教室

区内在住の障がいのある方とその家族
5月23日㈰午後2時～4時

さぽーとぴあ
先着10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館

　☎3728－3111　 3726－6677

海苔を学ぶ
1企画展「海辺の風物を描く－大田区所
蔵の資料から－」
　海苔養殖や海辺を描いた版画（複製）な
どを展示します。
7月18日㈰まで、午前9時～午後5時

（6・7月は午後7時まで）
2海苔でお絵かき「海藻おしばづくり」
5月23日㈰①午前

10時～11時30分②
午後2時～3時30分
先着各16名
問合先へ電話
◇1�2ともに◇
大森�海苔のふ

るさと館
　☎5471－0333　 5471－0347

働き続けるあなたのための
家事のワンオペ脱出術

　家事研究家から、家族が快適に暮らす
ための家事分担のコツを学びます。
区内在住・在勤で就労中の女性
5月29日㈯午前10時～正午
抽選で20名
問合先へFAX（記入例参

照。保育（1歳以上の未就学
児7名。1人500円）希望は
お子さんの名前、年齢も明
記）電子申請も可。5月18日
必着

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

シニアオープンカレッジ
「スマホ講座」（2日制）

区内在住・在勤のスマートフォンをお
持ちでない60歳以上の方で、両日参加
できる方
5月31日㈪、6月1日㈫午後1時30分

～2時30分
ゆうゆうくらぶ洗足
先着15名

問合先へ電話か来所。5月6日から受
け付け
洗足区民センター

　☎3727－1461　 3727－1462

熊谷恒子記念館の催し
1料紙と書〜墨の流れ、時の流れ〜
　書家・熊谷恒子の書とともに、巧みな
装飾技法による料紙を紹介します。
4月17日㈯～5月23日㈰午前9時～午

後4時30分（入館は午後4時まで）
●休館日　月曜　
※5月3日は開館。5月6日は休館

2期間限定！春の庭園公開
　通常はお入りいただけない庭園を、期
間限定で開放します。

5月2日㈰～5日㈷午前9時～午後4時
30分（入館は午後4時まで）

◇1�2ともに◇
●入館料　100円（子ども50円）

※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料
熊谷恒子記念館

　☎ 3773－0123

初めてのパパママ子育て教室
　参加家族の交流と①②ベビーマッサー
ジ③事故予防教室
①②生後7か月まで③1歳6か月までの

お子さん（第1子）と両親
①5月22日㈯＝キッズな大森

②6月5日㈯＝キッズな六郷
③5月29日㈯＝キッズな洗足池
※いずれも午前10時30分～11時30分
先着各10組（1組1回のみ）
問合先へ電話か来所。①5月6日②5月

17日③5月10日から受け付け（午前10時
～午後6時）
①キッズな大森

　☎5753－7830　 3763－0199
　②キッズな六郷
　☎6715－7830　 6428－6901
　③キッズな洗足池
　☎5754－7830　 3727－0520

出前講座「親子で遊ぼう！」
おおむね1～2歳のお子さんと保護者
①5月18日㈫＝矢口区民センター

②6月1日㈫＝萩中集会所
※いずれも午前10時～11時30分
先着各15組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。�

②は5月6日から受け付け
キッズな大森

　☎5753－1153　 3763－0199

初めての日本画講座（春）
「五彩の墨絵」（5日制）

5月21・27日、6月4・11・18日、
午後2時～4時
大田文化の森
5,000円
抽選で20名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。�

5月6日必着
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680

▲
申し込みは
コチラ

中
なか

井
い

慎
しん

吾
ご

《墨流し料紙》平成22（2010）年ごろ

▲
詳細はコチラ

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項
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新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。

はがきなどの記入例　①催しなどの名称　②〒住所　③氏名（ふりがな）　④年齢（学年）　⑤電話番号　⑥その他必要事項



に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

▶問合先　地域力推進課区民施設担当  
☎5744－1229　 5744－1518        

▶対象　代表者が区内在住か在勤の方
▶日時　6月25日㈮・26日㈯（1泊2日）
▶費用　大人29,800円、小学生以下27,700円から
▶定員　抽選で20名
▶問合先　休養村とうぶ（長野県東御市和6733－1）
　　　  　 ☎0268－63－0261

安心してご利用いただけるよう、消毒や検温など、
感染対策を徹底しています。

新緑と残雪の白馬五竜高山植物園ツアー

〈〈
申込期限、申込方法など

詳細はコチラ
▲ゴンドラ

指定保養施設をご利用ください
　区内在住・在勤の方と同居するご家族を対象に、1人
1泊につき2,000円（年間2泊まで）を区が負担します。
詳細はパンフレット（特別出張所、図書館、区民センター
で配布）をご覧ください。
●今年度の指定保養施設
①伊豆長岡温泉京急ホテル②ニュー・グリーンピア津南
③フォレストリゾート ゆがわら水の香里④かんぽの宿 
石和
●利用方法
利用日の3か月前～3日前までに各施設へ電話予約。
チェックイン時に宿泊者全員の本人確認を行います。
区内在住の方は身分証明書、在勤の方は身分証明書の
ほかに在勤証明書が必要です

▶問合先　企画課政策・企画担当　☎5744－1735　 5744－1502        

　大田区における新型コロナウイルス感染症対策については、
区HPをご覧ください。

東京都発熱相談センター（24時間対応）
☎5320－4592

大田区相談センター（平日午前9時～午後5時）
☎5744－1360　 ■FAX 5744－1524

●接種は無料です。接種のために金銭を要求されることはありません
●ワクチンの接種券が届く前に、区や国などの職員から連絡が来ることはありません
●「ワクチン接種のご案内」をかたった不審なメールには返信しない・URLは開かないでください
不安なことがあったら新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン（☎0120－797－188）へ

症状がある・感染が疑われる方／
新型コロナ受診相談窓口

東京都新型コロナコールセンター
（午前9時～午後10時／土・日曜、休日も対応）
※多言語（英・中・ハングル）による相談も可
☎0570－550571
■FAX 5388－1396

感染への不安がある方

新型コロナワクチン接種の関連詐欺ご注意ください

大田区新型コロナ
ワクチン接種コールセンター

新型コロナワクチン
接種について （月～土曜、午前8時30分～午後5時15分）

☎6629－6342　 ■FAX 5744－1574

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

〈〈詳細は
コチラ

新おおた重点プログラム【令和3年度版】を策定しました

▶問合先　学務課保健給食係
　　　　　☎ 5744－1431
　　　　　 5744－1536        

 

　尾形さんや平尾さんが手がけられた給食の献
立から、家庭でも「食」について楽しく学べるヒ
ントを教えていただきました。

　ポストコロナを見据えた取り組みや大規模自然災害などの緊急対策とともに、区が重点的に
取り組む事業の計画を示すため、「新おおた重点プログラム【令和3年度版】」を策定しました。

　この計画はポストコロナ
時代に対応するために、今
後の社会情勢の変化や新し
い生活様式を踏まえた、令
和3～5年度の取り組みを
示しています。また、新た
に国土強靭化地域計画や
SDGsの理念を取り込んで
います。

計画の中心に据える6本の柱

区民の生命、安全を守る取り組み
❶健康維持・感染症対策　❷大規模自然災害対策

区民の暮らしや区内経済活動を支える取り組み
❸生活支援策　❹経済活動支援策

子どもたちの未来を切り拓
ひら

く取り組み
❺学びの保障・子どもの生活応援

新
た
な

自
治
体
経
営
へ
の
シ
フ
ト

❻

給食は“まなび”がいっぱい！

 食材からまなぶ  世界の料理にふれる 郷土料理からまなぶ  歴史をまなぶ

◀︎カレーライス・
牛乳・コーン
サラダ・いち
ごプリン

◀︎コーンピラ
フ・牛乳・パ
ステウ・ブラ
ジル風コール
スロー

◀︎カレー南蛮・
牛乳・鬼まん
じゅう（写真
真ん中）・煮び
たし

◀︎ごまごはん・
牛乳・焼き海
苔・大根と豚
肉のべっこう
煮・千草和え

　カレーの定番具材、じゃがいも。
みんなが食べているのは実は「根」
ではなく「茎」。野菜のどこを食べ
ているか注目してみると、味だけ
でなく、植物のつくりに詳しくな
ります。

　「パステウ」は、生地にひき肉な
どの具材を包んで揚げたブラジル
料理。餃

ぎょうざ

子の皮で代用して作るこ
ともできるので、家庭でブラジル
気分を味わうこともできますよ。

　「鬼まんじゅう」をご存じです
か？さつまいもの角切りが入った
蒸しまんじゅうで、愛知県の郷土
料理（尾形さんは愛知県出身！）で
す。郷土料理からその土地の歴史
や食文化を知ることができます。

　毎年2月6日は「海苔の日」です。
大田区は海苔養殖業発祥の地、と
いうことで焼き海苔を出しました。
食材は、大田区の自然や歴史、産
業を知るきっかけにもなります。

　給食だけでなく、ご家庭の食卓にも学べるこ
とはたくさんあります。食事中に、使っている
食材や味付けについて話をするだけでも、お子
さんが「食」に興味をもってくれるきっかけにな
ると思います。（尾形さん）

　志茂田小学校のHPでは、献立や食材の産地、
コメントを、給食がある日は毎日更新していま
す。ご家庭での献立作りにもぜひ
お役立てください。
（平尾さん）

詳細はコチラ
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次号の区報は 11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブンｰ
イレブンで配布。配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。5 月1日号 変わる！大田区の行政サービス！

デジタルでもっと便利に
特集

区内で働きたい方へ向けた求人サイト。アルバイト情報も掲載しています。

はねぴょん
Ⓒ大田区

「児童虐待防止」パネル展

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

1月9日㈭～1月14日㈫ 正午日 区役所本庁舎1階会
子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　　 3763－0199問 FAX

ぴったりサービス 検索

おしごとナビ大田区

申込期
限

2月15日
■問東京都聖火ランナー選考事務局
　☎6277－2459

詳細はコチラ▶

●マスクをはずしての会話はやめよう　●体調が悪いときは外出をやめよう　●換気のために空気を入れ替えよう

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  　   3736－2030FAX

みんなで取り組もう
感染対策




