
　主食（ごはん、パンなど）だけと

いう方、野菜をプラスしてみましょ

う。まとめて茹でた野菜を冷凍して

おき、電子レンジで温めたり、レタ

スやトマトなどそのまま食べること

のできる野菜を常備しましょう。ま

た具沢山のスープや味噌汁をプラス

しても栄養満点です。

～元気な一日の始まり～

　平成 23 年 3 月に市民の皆さんの健

康づくりを進めるための「鈴鹿市健

康づくり計画」を策定し、現在、市

民の皆さんが「すこやかに　ずっと

笑顔で　かがやいて」過ごすことを

目指して、健康づくりに取り組んで

います。

　食生活が不規則になり、「朝ごはん」

を食べないことはありませんか？「朝

ごはん」は一日を元気に過ごすため

に欠かせないエネルギー源です。規

則正しい食生活を送るために、「朝ご

はん」を食べることから始めましょ

う。

朝ごはん食べよ～♪

朝ごはんの４大メリット

脳のエネルギー補給ができる①

肥満を予防してくれる②

体温を上げてくれる③

すっきり快腸にしてくれる④

　脳の唯一のエネルギー源はブド

ウ糖ですが、脳は睡眠中も休みな

く働き、朝の脳はエネルギー不足

です。朝ごはんでブドウ糖を補う

ことで集中力や記憶力が高まり、

精神的に安定します。成人では朝

ごはんに必要な

カロリーは約 500

～ 700 ㎉と言わ

れています。

　朝ごはんを食べないと、空腹感

から別の食事の時に食べる量が増

えてしまいがちです。「まとめ食い」

は肥満につながりやす

いと言われています。

朝ごはんを食べること

が肥満予防の第一歩に

なります。

　朝ごはんを食べることで「噛む

→胃が動く→腸が活動する」といっ

た一連の動きで体が次第に温まり、

血流が良くなるため体が活発に動

き出します。朝ごはん

を食べないと体温が上

がらず代謝が悪くな

り、なかなか脳も体も

しっかり活動できませ

ん。

　朝ごはんを食べる

ことで、腸の動きが

活発になり排便につ

ながります。

朝ごはんと生活リズム

　皆さんの健康づくりを進める上

で、現在の食生活を調査するため、「食

生活状況に関するアンケート」を実

施しました。その結果 20 代から 30

代の方は 3食食べていない割合が高

く、３食食べていない人の 66％の人

が「生活リズムが時々あるいはいつ

も不規則になる」と回答しています。

生活が不規則になる理由の多くは「子

育て」や「仕事・学業」でした。
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　現在規則正しく 3食食べている人

で、過去に食べていない時期があっ

た人は 28% でしたが、再び朝ごはん

を食べるようになったきっかけは、

「健康でいたい、健康になりたいと

思ったから」が最も多く、次いで「家

族のため、子どもが生まれたから」

などの理由でした。また朝ごはんを

食べるために多くの人が「食事内容

を工夫する」「早起きをする」などを

心掛けていることが分かりました。

規則正しく食べれなかった時期はあるか過去に食べてい
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こんな意見もありました

●朝ごはんを食べていないときは体

を動かすのがしんどかったり、頭

の回転が悪かったりしたので食べ

るようになりました。

●朝食を食べるとお通じがちゃんと

出るので毎朝食べています。

●夕食を腹八分目にすると、朝ごは

んがとてもおいしいです。

●子どもの頃の習慣を思い出して３

食食べるようになりました。

　食生活は意識の持ち方や幼少期の

習慣による積み重ねです。特に幼少

期は保護者の食生活の考え方に影響

を受けますので、保護者が 3食規則

正しく食べることの大切さを理解し、

心掛けることが重要です。　

　朝ごはんを食べたほうがいいのは

分かっていても、食欲がない、時間

がないなど食べられない方も多いと

思います。そこで、次のページでは「忙

しくても朝ごはんを食べることがで

きる工夫」「おいしく朝ごはんをとる

秘訣」 を紹介します。ぜひお試しく

ださい。
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　理想的な朝ごはんです。朝ごはん

は一日を元気に過ごすためのエネル

ギー源。これからも毎日しっかり食

べましょう。

　夕ごはんの時間帯や食事の内容を

見直しましょう。食べた物が消化吸

収するまでおよそ 8時間から 12 時間

かかります。まずは早めの夕ごはん

を心掛け、時間が遅くなる場合は食

事の量を減らしてみましょう。それ

でも空腹感を感じなければ、朝ごは

んをコーンフレークなどにヨーグル

トをかけたものや、雑炊・リゾット

など消化の良い食事を選びましょう。

　朝から作るのに手間がかかる方は、

夕ごはんを作るときに多めに作った

り、朝ごはんの材料だけ切っておく

など、前日から準備をしておきましょ

う。朝は、ごはんやパンの上にのせ

る具材をアレンジして作る朝ごはん

がお勧めです。

　朝ごはんの後片づけを負担に感じ

る方はおにぎりがピッタリ。最近話

題の「おにぎらず」や、肉や魚・卵

をそぼろにしたもの、きんぴらや佃

煮などの常備菜を入れたおにぎりは

片付けいらずです。

　朝、忙しくて食べる時間がない方

は、おにぎりやパン、果物など、簡

単に食べられるものを準備しておき

ましょう。まずは何か食べる事が第

一歩です。

バランスの
よい食事を食べよう

　ごはんなどの「主食」、肉や魚・卵

などおかずになる「主菜」、野菜・き

のこなどの「副菜」＋「汁物」を組み

合わせた定食スタイルが理想的です。

バランスよい食事にするコツとして、

まず食卓に３色の食材を揃えてみま

しょう。

●黄…主食などの糖質

●赤…肉や魚、卵、大豆などのたん

ぱく質

●緑…野菜、きのこ、海藻などのビ

タミン・ミネラル類



お勧めの１品
野菜がしっかり摂れる「巣ごもり卵 」 手軽でバランスばっちり
●材　料　お好きな野菜両手一杯程度（キャベツ、ほ

うれん草、もやしなど）　卵１個

●作り方　耐熱皿に野菜を入れ電子レンジで加熱。しんな
りしたら真ん中に卵を落としいれ、黄身に２、
３カ所爪楊枝で穴をあける。ふんわりラップをし
再び電子レンジでお好みの固さまで加熱する。

 Po int　野菜両手一杯は約120ｇ。１日の野菜摂取目標量
350ｇの約3分の1を摂る事ができます。 

健康づくりの活動をしている団体の内２つを紹介します

タイプ別
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タイプ別 お勧めの１品

野菜がしっかり摂れる「巣ごもり卵 」 手軽でバランスばっちり「ピザトースト 」

りしたら真ん中に卵を落としいれ、黄身に２、

●材　料　食パン1枚、野菜（玉ねぎ、ピーマン、レタスなど）
片手1杯、ベーコン1枚、ピザ用チーズ20ｇ 

●作り方　食パンに野菜・ベーコンをおき、ピザ用チー
ズをのせ、オーブントースターで焼く。味付け
はシンプルな塩コショウからマヨネーズ味、
ケチャップ味などバリエーション豊かに。 

 Point　炭水化物（黄）・たんぱく質（赤）・野菜（緑）が
一度に摂れ、栄養たっぷりです。

日の野菜摂取目標量

健康づくりの活動をしている団体の内２つを紹介します

281㎉

タイプの方へ Ｄ タイプの方へ

健康づくりの活動を

している団体の内２つを

紹介します

●地域活動栄養士連絡協議会

●食生活改善推進員「ヘルスメイト」

　地域で活動する管理栄養士・栄養

士が所属している団体です。乳幼児

から高齢者まで幅広い年齢層を対象

に、栄養改善、生活習慣病予防を通

じて地域の人々の健康維持増進に寄

与することを目的に活動しています。

活動内容

●保健センターでの栄養相談

●保健センター主催の教室での講義

や相談

　食生活改善推進員とは、「食生活を改

善する人」を意味します。「私達の健康

は私達の手で」をスローガンに、バラ

ンスのとれた食生活の定着のために、

自主的な活動と行政への支援活動の両

面から、健康づくりのボランティアと

して活動を進めています。

  また、地域における食育推進の担い

手として「食育アドバイザー」として

も活動されています。

活動内容

●保健センターで行う調理実習のサ

ポート

●地域に出向いて、食生活改善の料

理教室　など

広報すずか特集「朝ごはん」に

ついてのご意見・ご感想は、

健康づくり課へ

382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp


