
からだにいいことはじめよう！

～ 新宿区「食」を通じた健康づくりネットワークのご案内～

笑顔

伝えるつながり

学び合い

区内で、健康につながる「食」の活動を行っている・行いたいと思っている方が参加し、
情報交換や活動を通じて、「食」をきっかけとした区民の健康づくりをめざしています。

【生活習慣病の現状】
日本は世界でも有数の長寿国です。平均寿命の伸び
に合わせ、悪性新生物・心疾患等、疾病全体に占め
る「生活習慣病」の割合が増加しました。
新宿区では約 5 割の方が「生活習慣病」で亡くなっ
ているのが現状です。

【野菜、もう1皿！】
生活習慣病の予防には、1日に 350ｇ以上の野菜
（小鉢5皿分に相当）を食べることが推奨されていま
す。しかし、20 歳以上の日本人の平均摂取量は 1日
当たり約280ｇで、約70ｇ＝あと1皿分不足しており、
特に年齢が若い世代での不足が目立ちます。
まずは１日１回どこかで野菜を増やす行動をしてみま
しょう。

▼1日に食べる野菜の推奨量

▼野菜を増やす工夫
朝食にトマトを

½個を付け足す
昼食にサラダを1つ
買い足す

夕食のみそ汁の具に
野菜を増やす

編集・発行　新宿区健康部健康づくり課
　　　　　　新宿区新宿 5-18-21　TEL:03-5273-3047　FAX:03-5273-3930
令和 2年 3月発行
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新宿区における主要死因別割合（平成29年）
出典：新宿区の保健衛生
（令和元年（2019年）版）
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「食」を通じた健康づくりネットワークに参加すると

1 2

ネットワークに参加しても、特に難しいことをするわけではありません。
健康につながる「食」に関した取組みであれば、それで十分です。
下記のようなことをすでにされていれば、それだけで参加することができます。

今、すでにされている活動でOKです！

どんなことをするの？
どんなことができるの？

ネットワークでは、参加者を対象に情報交換会や講習会を開催しています。
また、事務局から参加者の活動の様子や「食」についての情報を定期的にお知ら
せします。

「食」についての情報交換ができる！

何か「食」について学んだり、体験したいことがある場合、ネットワーク参加者の
中から協力できる方をご紹介することができます。

もっと活動を広げてみたい方、新しいことに取り組んでみたい方も大歓迎です。
次のページに例を挙げてみました。やってみたいことがあれば、ぜひご参加くだ
さい。

新宿区のホームページやネットワークで
作成する冊子などに、お店や団体の活動
が掲載されるので、区民に広く
お知らせすることができます。

新宿区ホームページでお店や団体の情報を
知らせることができる！

■ 旬を意識した品ぞろえにしている

■ 野菜たっぷりのお惣菜やお弁当を販売している

■ お客さんにおいしい食べ方をおすすめしている
商店

■ ヘルシーメニューやサラダバーを提供している

■ メニューにエネルギーや塩分の表示をしている
飲食店

保育園
幼稚園

■ 園で野菜の栽培や

　 クッキング保育を行っている

区民 ■ 「食」に関することについて、

　 仲間で勉強会を開いている

＜食育講演会の様子＞
「だしで味わう和食
～今、子どもたちに伝えたいこと～」
料理研究家　後藤 加寿子氏

もっと活動を広げることができる！

「食」について学ぶことができる！

からだにいいことはじめよう！

～ 新宿区「食」を通じた健康づくりネットワークのご案内～

笑顔
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つながり

学び合い

区内で、健康につながる「食」の活動を行っている・行いたいと思っている方が参加し、

情報交換や活動を通じて、「食」をきっかけとした区民の健康づくりをめざしています。
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しょう。

▼1日に食べる野菜の推奨量

▼野菜を増やす工夫
朝食にトマトを½個を付け足す 昼食にサラダを1つ買い足す

夕食のみそ汁の具に野菜を増やす

編集・発行　新宿区健康部健康づくり課
　　　　　　新宿区新宿 5-18-21　TEL:03-5273-3047　FAX:03-5273-3930

令和 2年 3月発行

～新宿区「食」を通じた健康づくりネットワークとは？～

元気なからだ
と

豊かな心
を育む地域

死
因
の
約  

　
割
が

　

 

生
活
習
慣
病
5

新宿区における主要死因別割合（平成29年）
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●ネットワークで作成した食に関する健康メッセージを社
内メールなどで伝えることで、社員の健康づくりに役
立てることができます

自社で行っている食育活動をもっとみんな
に活用してもらいたい

社員の健康づくりに役立つ
情報を知りたい

●食育活動を新宿区のホームページやネットワークの冊子
で広く周知することができ、食育活動の場も広がります

企業企業

●ネットワークで作成した食に関するポスターやリーフ
レットを掲示・設置することでお客さんに正しい情報を
伝えることができます

魚の種類やおいしい食べ方をもっとたくさ
んの人に知ってもらいたい

●ネットワーク参加者においしい魚の食べ方やさばき方を
伝える機会ができます。それにより、たくさんの人に
魚やお店のことを知ってもらえます

商店商店

●すでに行っているヘルシーメニューや栄養成分表示、
減塩などの取組みを新宿区のホームページやネット
ワークの冊子で区民に広く知らせることができます

ヘルシーメニューに取り組んでみたいけど、
どんなものにしたらよいかわからない

●ネットワークには様々な方が参加しているので、情報交
換の場などで、情報を得ることができます

飲食店飲食店

お店に来たお客さんに何か
プラスになることができない
かな？

●ネットワーク参加者の中から、お話できる方をご紹介で
きます。様々な方が参加しているので体験の幅も広が
ります

園で取り組んでいる食育活動の内容を
もっと充実させていきたい

●事務局からのお知らせや情報交換の場で協力してもら
いたい人や内容・活動が見つかるかもしれません

保育園・幼稚園保育園・幼稚園

子どもたちにお魚について
いろいろ教えてくれる人は
いないかしら？

●ネットワーク参加者との情報交換や事務局からの情報提
供により、他の施設が実施している内容などを知るこ
とができます

介護食の勉強会を開きたいので、
資料やサンプルを提供してもらいたい

●ネットワーク参加者には、資料やサンプルを提供してく
れる企業もあるので、ご紹介することができます

施設施設

利用者に新しいプログラムを
提供したいけど、
何かいい案はないかな？

健康を意識しているメニュー
を提供していることをもっと
知ってもらいたい

●ネットワーク参加者には飲食店の方もいるので、「自分
はこんなヘルシーメニューが食べたい」などのリクエス
トを情報交換の場などで直接伝えることができます

講習会を開きたいので、講師の先生を紹介
してほしい

●ネットワーク参加者の中から講習会の講師をご紹介でき
ます

区民グループなど区民グループなど

もっと、減塩や野菜たっぷり
メニューなどを提供している
飲食店が増えてほしい

こんな活動もできます！



「食」を通じた健康づくりネットワークの流れ
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このネットワークには、区民の方、企業、商店、団体など様々な
方達が参加されており、現在、55団体（人）が登録されています。
新宿区のホームページでは、ネットワークの参加団体・ 参加者
の情報を紹介しています。
http：//www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/kenko01_002151.html

タイトル：
『牛乳の
 大切さを知ろう！』

タイトル：
『みそを知る』

問い合わせ
相談

「食」を通じた健康づくり
ネットワーク 事務局

情報交換
情報提供

紹介

活動の
実施

参加申込

エネルギー
塩分

○○kcal
○○g

数種類のおみそを
食べ比べたら、自分
好みの新しいおみそ
をみつけることがで
きました

新宿区「食」を通じた健康づくりネットワーク
参加団体・参加者

※掲載の承諾を得た参加団体・参加者のみの紹介となっています 令和 2年 3月現在【登録順】

ポスターの掲示

講座の実施

ヘルシーメニューの提供

「食」を通じた健康づくりネットワークの活動事例

〒160-8575
新宿区本塩町13　　　　　　　　　　　
TEL 03-3226-2070　FAX 03-3226-2487
営業時間 9:00～17:30　【休】土・日・祝日、年末年始
http://www.meg-snow.com/csr/syokuiku/

小学生を対象に食育出前授業を実施していま
す。毎日給食で出される牛乳・乳製品の大
切さを知ってもらうお手伝いをしています。

雪印メグミルク株式会社 
関東コミュニケーションセンター

〒169-0075
新宿区高田馬場
E-mail　hisae21j＠yahoo.co.jp

小学生親子を対象に、和菓子店の方を講師
に迎えての練りきり作り体験と抹茶を味わう
和の講座を実施しています。また、外国の
方を対象に日本郷土料理を味わう講座も実
施しています。

花鳥風月
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TEL 03-3342-2630

高齢社会において地域で共に
生きる為に必要な学習・実践
活動をしています。高齢者の
食事サービスや料理講習会・
子ども食堂の支援等を実施し
ています。

高齢社会ネットワーク グループさくら

〒160-0015
新宿区大京町27　TEL 03-3357-3161　FAX 03-3351-8486
診療受付時間　8:30～11:30（月～土）　　14:00～17:00（月～金）
※緊急の場合は24時間受付けています。
【休】外来：土（午後）・日・祝日　
http://www.hayashigeka.org/

当院では、患者様方が一日も
早く日常生活に戻られるよう、
楽しく美味しいお食事の提供
に（普通食も治療食も♪）日
夜研鑽しています。外来指導
も行っています♪

林外科病院  栄養科  龍野  明子

〒160-0023
新宿区西新宿4-8-35
TEL 03-3377-9380
FAX 03-3377-9231
開館時間 9:00～18:00　【休】年末年始
https://www.foryou.or.jp/facility/
nishi-shinjuku/w069/

新宿区在住のシニア・高齢者の
方々に仲間づくりや自主活動、
社会貢献活動の場としてご利用
いただける施設です。食に関す
る講座や料理教室にご協力い
ただける方を募集しています。

西新宿シニア活動館

〒183-0034
府中市住吉町2-30-73‐606　TEL 090-1251-7438
E-mail　s4ta.fj.1013khkt@gmail.com
http://www.shokueco.jp/

食育を通じて、ひとがつな
がり、地域を元気にする活
動のお手伝いをしています。

一般社団法人すこやか食育エコワーク

〒162-0845
新宿区市谷本村町2-10　ストリーム市ヶ谷3階
TEL 03-5225-2015　FAX 03-5225-2016

１歳～就学前のお子様が通
う保育園です。
各クラス年齢に応じた食育の
実施や行事食・多文化・郷
土料理などのお食事も提供し
ています。

ポピンズナーサリースクール四ッ谷

〒169-0073
新宿区百人町4-7-1　TEL 03-3362-0400　FAX 03-3360-1258
開園時間 8:15～17:00　【休】土・日・祝日、夏季・冬季・春季休業日、その他振替休日
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file04_07_17_00000.html

大きなドングリの木のある園
庭には、フキ、ブドウ、柿が
あります。また、季節の野
菜や稲を育てて生長を身近
に感じ、収穫し、味わう体
験をしています。

新宿区立西戸山幼稚園

〒160-0022
新宿区新宿1-18-12
TEL 03-3351-6735
【休】日・祝日

親子三代で営む店内は清潔感
を大切にしており、一本一本
丁寧に骨抜きをしています。
多種類のお刺身、ランチタイ
ムのお弁当が人気です。

柳田水産

〒162-0066
新宿区市谷台町2-1　TEL 03-3341-7859
【休】土・日・祝日

鶏肉専門店として 40 年以
上前からお店を営んでいま
す。手作りの焼き鳥のほか、
ローストチキンや唐揚げな
どのお惣菜、ランチタイム
には人気のお弁当が店頭に
並びます。

豊島屋

〒161-0032
新宿区中落合3-15-13　TEL 03-3951-6119
【休】日・祝日

目白通り沿いの店舗には、
季節に応じて仕入れている
旬の野菜や果物など、店主
おすすめの商品を並べてい
ます。地域に密着し、近所
の方々にも親しまれてい
ます。

八百菊
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〒102-8357
千代田区三番町12　大妻女子大学　家政学部　食物学科　TEL 03-5275-6117
E-mail　mikiko-kawa@otsuma.ac.jp

美味しかった食事は、加齢による機能・
感覚や体力の低下と共に、食べる喜びも
低下し不安や辛さを感じることもあるで
しょう。いつの時でも食べる喜びをつなぐ
ための栄養と食事をサポートしたいと思い
ます。

川口 美喜子

〒160-0004
新宿区四谷3-10-25
TEL 03-3353-0200
http://www.saikabo.com/

食を通じて韓国の文化
に触れていただければ
と思います。四谷本店
１階には、キムチ博物
館を併設しています。
お気軽にお立ち寄りく
ださい。

妻家房

〒110-0016
台東区台東2-19-29
TEL 03-3834-8980
FAX 03-3834-8967

ヤクルトでは、食べ物の栄養
分を吸収する腸を丈夫にする
ことが、健康をささえるのに
重要であるという健腸長寿の
考えをもとに健康教室を行い
ます。

東京ヤクルト販売株式会社

〒191-0024
日野市万願寺1-34-3　TEL 042-581-1192　FAX 042-514-8521
営業時間 9:00～17:00　【休】日・祝日
http://www.healthynetwork.co.jp/

ヘルシーネットワークは、た
んぱく質調整食、介護食、
エネルギー調整食などの医
療、介護食を、在宅で食事
療法されているお客様へお
届けしています。

株式会社ヘルシーネットワーク

E-mail　
himawari4776e@yahoo.co.jp 
http://ameblo.jp/himawari012401/

「親子クッキング」から、大
人向け「食育講座」まで、
体にやさしいレシピを基本
に、食のサポートを行ってい
ます。楽しく作ってみんなで
“笑顔”に！

久保田 恵美

〒102-0073
千代田区九段北1-14-19　乳業会館4Ｆ　
TEL 03-3261-8821　FAX 03-3261-9175
【休】土・日・祝日
http://www.nyukyou.jp/

給食で牛乳が毎日出るのはど
うして？ 牛や牛乳のこと学び
ませんか？ 小学校3年生～中
学生に“わくわくドキドキミル
ク教室”を開催。楽しい実習
もやります。

一般社団法人日本乳業協会

〒169-8580
新宿区高田馬場1-34-7
TEL 03-6892-0070
FAX 03-5285-3209
http://www.marukome.co.jp/

１０種類のみその食べ比べ
を通して、香りや味の違い
を体験して頂き、みその種
類、製造方法、保存方法な
どが学べる講座を行ってい
ます。（約90分）

マルコメ株式会社

〒187-0021
小平市上水南町3-13-4　TEL 042-323-9840　FAX 042-323-9840
http://www.waon-co.jp

食べることは生きること。
楽しくつくって美味しく食べ
ることができるよう、食育・
薬膳・災害時の食など広く
みなさまに『食』をお伝え
しています。

株式会社WA・ON

〒168-8558
杉並区高井戸西3-2-30　TEL 03-3334-3113　FAX 03-3335-0343
営業時間 8:15～17:15　【休】日
https://www.yamazakipan.co.jp/

年齢を問わず「手軽に出来る
サンドイッチ」の製造を通して、
栄養バランスの良い美味しい
パンの食べ方等を提案する食
育活動に取り組んでいます。

山崎製パン株式会社 杉並工場
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オンリー・ワンは、歯科衛
生士・介護食アドバイザー
を中心に地域で活動してい
るボランティアの集団です。
高齢者の健口づくり・誤嚥
性肺炎の予防をテーマに、
講習会や介護予防教室を開
催しています。

オンリー・ワン

〒160-0004
新宿区四谷
FAX 03-3351-1909

江戸内藤新宿名産「内藤
八房とうがらし」に全国名
産数々を取り合わせまして
『内藤七色唐がらし』と申
します。口上と調合のワー
クショップで新宿四谷の名
物をお楽しみください。

田中 健士

〒162-0837
新宿区納戸町21
TEL 090-3142-1400
FAX 03-3267-4355

歯科技工士と調理師免許を
持った生活デザイナーが噛
むことを大切に賢く食べて、
お口からの健康を目指し楽
しい学習会と調理実習をし
ています。

神楽坂生活デザイン会

〒110-0015
台東区東上野1-13-2
成田第二ビル4階B
TEL 03-5817-4915
FAX 03-5817-4916
営業時間 8:15～17:00  【休】土・日・祝日
http://washokujapan.jp/

ユネスコに登録された和食
文化の保護・継承に責任を
持つ唯一の民間団体として、
和食給食を推進する「だし
で味わう和食の日」など様々
な事業を行っています。

一般社団法人和食文化国民 会議

〒116-8587
荒川区日暮里6-22-22　TEL 03-3810-8223　FAX 03-3800-2261
http://cleanup.jp

子どもに、食材が変化する
調理の科学をキッチンの実
験から楽しく学ぶプログラ
ムを実施。その他、生活文
化に関する様々な情報や体
験をご提供しております。

クリナップ株式会社 おいしい暮らし研究所

TEL 070-5366-6805
http://rainbow6.main.jp

歯科衛生士と管理栄養士のグ
ループです。要介護者宅を訪
問し、口腔ケアや噛む・飲み
込む機能に合った食形態や調
理方法を提案し、口から食べ
るサポートをしています。セミ
ナー等の講師経験も豊富です。

口腔栄養サポートチーム レインボー

TEL 080-5499-0746
http://fkodomo.hateblo.jp/

食事を通して子どもたちや
子育て家庭を支援したり、
子どもが1人でも立ち寄れ
る地域の居場所の提供のた
めに西新宿で子ども食堂を
運営しています。

西新宿子ども食堂
（ユニコーン）

〒160-0016
新宿区信濃町20　TEL 03-5369-6737　FAX 03-5369-6738
開館時間 9:00～18:00　【休】12月29日～1月3日
http://t-koureikyou.or.jp

新宿区立の高齢者施設です。
社会貢献活動をする個人・
団体などの活動の場となっ
ています。高齢者に役立つ
講座を行っています。

信濃町シニア活動館

〒160-0003
新宿区四谷本塩町5番1号　TEL 03-3226-2661　FAX 03-3226-2415
営業時間 9:00～17:30　【休】土・日・祝、年末年始
http://beanstalksnow.co.jp

主にシニアや更年期の女性を
対象とした「骨の健康講座」
を実施しています。骨の仕組
みや、健康な骨づくりのため
に必要な栄養のお話をさせて
いただきます。

雪印ビーンスターク株式会社
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参加申込書は新宿区ホームページからダウンロードできます。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/kenko01_002150.html
健康づくり課までご連絡いただければ、参加申込書をお送りすることもできます。
（連絡先は裏面参照）

「食」を通じた健康づくりネットワークへの参加お 申込みは・・・

ケンゾウ

こころ菜々

健康フレンズ
しんじゅく

〒162-8650
新宿区戸山3-20-1　学習院女子大学　
TEL 03-3203-7495　FAX 03-3203-7495
https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/about/facility_environment.html

食を五感と心で味わい、食
のみえない部分を探求し、
多くの繋がりに気づくこと。
「知識・情報提供型食教育」
から体験重視の「心で食べ
る味わい教育」への転換が
望まれています。

品川 明

〒105-8428
港区西新橋2-1-1
TEL 03-5521-5810　 FAX 03-3506-7709
営業時間：9:00～17:35　【休】土・日・祝、年末年始、お盆
https://www.kikkoman.com/jp/shokuiku/activity/index.html

食育活動の一環として、そ
れぞれの分野で豊富な経験
を持つ当グループの社員が
講師となって出向き講座を
する「キッコーマンアカデ
ミー」を実施しています。

キッコーマン株式会社

ベジフル＆ハミングライフ
https://ameblo.jp/vf-mamako/

子どもと親への食育活動や
味覚、離乳食、だしママ講
座など、野菜・果物の摂取
不足の改善の発信者として
活躍。TV やメディアでの旬
野菜やレシピも多数紹介。

野菜ソムリエプロ 香月 りさ

TEL 090-7181-8598
月2回活動
（第3木曜日　不定期土曜日）

ささえーる薬王寺にて、毎
月2回地域の高齢者向けに
「ランチ会」を開催。在宅
訪問医と管理栄養士が監
修した献立を、多世代みん
なで楽しく作り提供してい
ます。

ごきげんキッチン

〒150-0001
渋谷区神宮前6-14-17 　こくや1階　
TEL 03-3400-6723　FAX 03-3400-6735
営業時間：8:00～20:00　【休】日・祝、第2・4・5土曜日、お盆、年末年始
http://www.komeya.biz/

本業は米屋ですが、五ツ星
お米マイスターとしてお米
の楽しさを伝えるべく、大
人向け・子ども向け問わず
お米講義やワークショップを
開催することが出来ます。

有限会社小池精米店 小池 理雄

〒111-0052
台東区柳橋2-11-6　 TEL 03-5822-0840　FAX 03-5822-0841
営業時間：9:00～17:00　【休】土・日・祝
https://www.hyozaemon.co.jp

お箸の正しい使い方の練習
やオリジナルのお箸作りを通
して、毎日使うお箸につい
て興味を持ってもらえるよう
な出前授業を行っています。

株式会社兵左衛門


