
NO.

 盛岡市流通センター北1-12-1 ＴＥＬ　019-638-9429

エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

46 86.5 0.5 0.1 540 20 17 17 9 0.2

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.1 0 150 12 0.00 0.07 0 1.4 1.4

加工地：鳥取県

18g

　　　　　　　　　　　　　　　　自然解凍

エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

195 62.1 14.5 8.1 93 211 9 21 128 0.5

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.5 19.2 0.6 19.2 0.10 0.10 1.2 0.8 0.2
産地：日本

加工地：福島県

40g　

50g

揚げ

わかさぎごまフライ（しょうゆ味） エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

太平商事 186 58.5 12.7 4.9 214 129 337 42 268 1.3

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

1.7 59 3 59 0.07 0.10 1 1.4 0.5

産地：カナダ

加工地：愛知県

40ℊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　揚げ

豆乳のクリームコロッケ（きのこ） エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

カセイ食品 171 65.6 4.1 7.4 242 113 32 12 59 0.4

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.3 43 15 9 0.05 0.05 1 1.3 0.6

産地：千葉県

加工地：千葉県

40g　

50g　　　　　　　　　揚げ

枝豆フリッター エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

カセイ食品 260 55.6 8.5 17.1 253 336 73 46 127 1.3

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.8 18 81 25 0.16 0.09 12 3.5 0.6

産地：台湾

加工地：宮城県

約20g　 　揚げ・焼き

エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

152 69.4 14.5 8.4 238 230 219 129 121 0.2

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

0.4 22 　 22 0.05 0.06 1 3.1 0.6

産地：日本 揚げ・ボイル

加工地：石川県
蒸し・煮込み

1kg（1個約10g）
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発行：(財）岩手県学校給食会

◆  平成２３年度第１回物資委員会選定品
７月８日に行われた物資委員会で新たに８品目が選定されました。

味付きもずく三杯酢
ＳＮ食品

沖縄の美しい海から届いた、新鮮
でコリコリッとした歯ごたえのある
太もずくを、三杯酢で仕上げまし
た。恩納村漁協と連携し、収穫か
ら製品化まで、徹底管理を行って
いる商品です。

栄
養
成
分
/
配
合

産地：沖縄県

（小麦・大豆・さば）

チキンカツ
ＳＮ食品

国産ムネ肉を使用したヘルシーな
商品です。

栄
養
成
分
/
配
合

（鶏肉・小麦・大豆・乳）

わかさぎのサイズを選別し、ごまをブレ
ンドした衣をつけました。骨ごと食べら
れます。物資委員の要望により、ごま
を増量しました。

栄
養
成
分
/
配
合

（小麦・大豆）

良質なたんぱくの豆乳と牛乳を入
れクリーミーに仕上げ中に、国産
きのこが入ったコロッケです。破裂
テスト済みですので、揚げの失敗
の少ない商品です。

栄
養
成
分
/
配
合

（乳・小麦・大豆）

たっぷり入った枝豆の食感とオキ
アミが入ったふんわりやわらかな
衣が特徴です。

栄
養
成
分
/
配
合

（大豆・小麦・卵　）※オキアミは｢えび・かに｣が混ざる漁法で採取しています。

おからボール　(Ｃa・Ｍg）
ピアット

国産の鶏肉と大豆を使用したおからで
ボールを作りました。いろいろな料理に利
用できるよう、薄味に仕上げました。おか
らは食物繊維が豊富で、カルシウムとマ
グネシウムを強化した商品です。

栄
養
成
分
/
配
合 （鶏・大豆・小麦）

ホームページアドレス http://www.igk.or.jp

物資だより



あなごねぎ厚焼き玉子 エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

マルヒ食品 144 73.4 9.4 7.7 399 125 44 11 135 1.3

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

産地：日本 0.9 156 78 174 0.05 0.30 2 0.08 1

加工地：青森県

40ｇ×12個ＢＰ

50g×10個ＢＰ　　　　　　ボイル

サクッとこんなにコーン エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

名　給 166 62.5 4.5 4.3 262 171 8 19 72 0.3

亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

産地：米国 0.4 0 40 3 0.09 0.04 2 2.3 0.7

加工地：静岡県

40ｇ　

50g　　　　　　　　　　　揚げ

エネルギー 水分 蛋白 脂質 ﾅﾄﾘｳﾑ ｶﾘｳﾑ Ｃａ Ｍｇ リン 鉄

113 73 4.1 1.9 60 263 120 15 126 2.5
亜鉛 ﾚﾁﾉｰﾙ ｶﾛﾃﾝ 当量 Ｂ1 Ｂ2 Ｃ 食繊 食塩

産地：北海道 0.5 21 688 77 0.05 0.20 7 1 0.1
加工地：福島県

40ｇ　 〆切　９／３０

　　　　　　　　　　　　　　　　自然解凍

７月２６日（火）、２７（水）に開催しました。

ビタミンＡ・カルシウムが豊富なあなご
の蒲焼と血液サラサラ効果のある生
の小ねぎを具材に使用し焼き上げた
玉子焼きです。

栄
養
成
分
/
配
合

（卵・さば・大豆・小麦・乳）

コーンのつぶつぶの食感と甘さをお楽
しみ下さい。甘味の強いスーパース
イートコーンを100％使用しました。 栄

養
成
分
/
配
合

（大豆・小麦）

ハッピーハロウイン
（カボチャプリン）　　トーニチ

北海道産のかぼちゃを使用した、かぼ
ちゃ風味を楽しめるプリンです。鉄分を
強化しました。

栄
養
成
分
/
配
合 （乳・卵・大豆）

■平成２３年度学校給食用物資展示会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月２６日（火）に本会の調理室と研修室で行いました。

■平成２３年度学校給食調理講習会

７月２６日（火）

「今だからこそ、生きる力を育む食について」

シニア野菜ソムリエ 講師 小原 薫 先生

小原先生は、シニア野菜ソムリエとしての、専門的視点か

ら、食の安心を考えるとして、細菌・重金属・農薬・食品添加

物と放射能汚染について、人体に影響のない範囲で検出さ

れた野菜の放射能と、野菜を食べないことによる将来の疾

病のりクスについて等々、ＩＢＣラジオへの出演や多数の講

演活動を行っているだけ

に、明るく楽しい語り口で、会場は笑いが絶えない講演でし

た。

著書に、 野菜のきもち 「知ってるハズ」の野菜のホント

ＣＤは、野菜大好き！ボク！ナンブジェラリーノ等があります。

出展メーカー １４業者（１２０品目）参加人数 ３０

名

始まる時間に合わせたように、強い雨が降り出し、足元の

悪い中ご来場いただきありがとうございました。

出展にあたり、既存の商品と新商品をご紹介させていただ

きました。

参加者には各調理台をまわり熱心に説明を聞き試食して

いただきました。

「物資だより」だけでは分かりにくい商品を、実際に見て試

食し、メーカーの方の詳しい商品説明を聞ける機会は年に

一度だけですので、本会の商品を多くの方に安心して利用

していただくためにも、来年度も多数のご参加をお待ちして

おります。

ハロウイン(10月31日）



■平成２３年度学校給食調理講習会    (調理実習）

主食 鮭南蛮ご飯
鮭・アスパラガス・蓮根・里芋

・白煎り胡麻・大葉紫蘇

岩手の食材をふんだんに使った

日本料理

【盛り付け図】

主菜 冬瓜と前沢牛の

冷やし煮物
冬瓜・牛ロース肉・玉葱

・花茗荷・生姜

汁物 沢煮椀
ベーコン・大根・人参・椎茸

・木耳・三つ葉

副菜 夏野菜の焼き浸し
茄子・トマト・玉葱・南瓜

・花茗荷・ピーマン・キャベツ

・桜エビ

デザート 和風ブラマンジェ

豆乳・グラニュー糖・板ゼラチ

ン・生クリーム・黒豆・黒蜜

・きな粉

７月２７日（水）

「岩手の食材をふんだんに使った

日本料理』
エコール辻 東京

日本料理教授 岡田 裕 先生

先生の丁寧なデモンストレーションで、分かりやすく進

めていただき、実習中も各班をまわり指導していただきま

した。

どの班も失敗なく完成することができました。

日本料理はだしのとり方やひと手間かけることで、良くも、

悪くもなることを聞き、やはり、基本が大切だということを

再確認しました。

暑い調理室での実習でしたが、先生の日本料理に対す

る熱意が伝わり、後世に日本料理を伝えていかなければ

ならないと実感しました。

調理実習、講義とも、良い感想をいただき、ありがとうござい

ました。

■ 商品について

【値上げ】

9月～ ・はごろもハーフスパゲティ４㎏

・塩蔵カットわかめ１㎏

・さわら切り身40g 50g ・鮭竜田揚げ30g 40g 50g
・ます切り身40g 50g 60g ・鮭切り身40g 50g 60g （甘塩同値）

・さんま開き竜田揚げ 40g 50g ・鮭角切り（皮・骨なし）1㎏ （皮つき）1㎏

・魚ーザ15g ・浜餃子15g
10月～ ・カットスパゲティー3Kg ハーフスパゲティー5Kg 国産ハーフスパゲティー4Kg

・アルファベットマカロニ1Kg 国産エルボマカロニ1Kg エルボマカロニ2Kg
・カールマカロニ2kg シェルマカロニ2kg ツイストマカロニ2kg
・ペンネマカロニ2kg ホィールマカロニ2kg

【休売】 ・巨峰シャーベット



岩手特産・味が自慢の のご案内

ＪＡいわて中央

デリシャスの甘さと印

度の独特の風味を受

継いだ黄緑色のりん

ごです。

期間１１/１～１２/３０

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

１個

国光の爽やかさとデ

リシャスの甘さと香り

を備えたりんごす。

密がたっぷり入って

います。

期間１１/１５～１/２５

４０玉（３１０ｇ）

（径８５mm）

１個

さんさ

「さんさ踊り」にちなん

で名づけたりんごです。

小ぶりでシャキシャキ

した歯ざわりと程よい

酸味と甘みが、さわや

かな味です。

期間９/５～９/２１

４０玉（２８０ｇ）

（径８５mm）

１個

サクッとした歯ざわり

と豊富な果汁。甘い

香でまろかな味です。

期間９/２０～９/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

１個

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味で

す。果肉に脂質が出

たら食べ頃です。

期間１０/１～１０/１０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

１個

甘さと酸っぱさが見事

に調和した爽快な味で

す。果肉に脂質が出た

ら食べ頃です。

期間１０/１０～１０/３０

４０玉２８０ｇ

（径８５mm）

1個

農薬検査 検出農薬の種類（系統別） ・有機リン系・カーバメート系 ・ネオニコチノイド系

・カルタップ ・アセチルコリンエステラーゼ阻害作用 ・アセチルコリン受容体

サンつがる 千 秋 ｼﾞｮﾅｺﾞｰﾙﾄﾞ 王林 サンふじ

■７月の検査品目（３０品目）について、すべて陰性で適合品でした。
・レンコンはさみ揚げ（エビイカ）38g・五穀入りがんも・ひじき入り厚焼き玉子50ｇ・Ｃａほうれん草玉子巻50ｇ・白身魚アーモンド

揚げ50ｇ

・白身魚フリッター20g・ポーク＆チキンメンチカツ50g・チョコレートプリン40g・バニラプリン40g・県産ジャガイモコロッケ（カレー）

・かぼちゃチーズフライ50g・子持ちししゃもフリッター20g・子持ちシシャモフライＬ・エビカツ50ｇ・レバー入り白身ゴマつくね20g
・彩野菜のミンチカツ40g・さんま甘露煮40g・七夕星のソーダゼリー50g・七夕星のももサワー50g・二子里芋コロッケ50g
・スタービーフコロッケ50g・県産牛肉コロッケ・チキン豆腐ハンバーグ50g・トロあじ白味噌煮40g・若鶏ハーブ焼40g
・若鶏アーモンド揚げ40g・骨なしアジフライ40g・ラ・フランスコンポート・果物の恵み（林檎のジュレ）

７月の検査品目（１０品目）について、すべて陰性で適合品でした。
・県産薄力粉（ねばりごし）・麩（星）・レンコン水煮（乱切り）・国産カリッコリ―・素揚げ茄子（コインカット）・国産カリフラワー

・タイ産インゲンカット・岩手県産きぬさや・白玉麩・米粉パン粉

■検査室から
細菌検査 検査項目；黄色ブドウ球菌･サルモネラ菌･大腸菌群・腸炎ビブリオ

平成２３年度産の岩手県産減農薬純情りんごを扱います。たくさんのご利用をお待ちしております。

◎岩手純情りんごの美味しさについて

１．無袋栽培（サンりんご）・・太陽の光をいっぱい受け甘みとビタミンＣが豊富です。

２．わい化栽培・・りんご一つ一つに太陽の光が当たるように木を小さくした栽培を行っています。

３．温度差・・・昼と夜の温度差が美味しさとコクを増します。

４．完熟収穫・・・一番おいしくなった時に収穫しています。

５．恵まれた環境と生産者の情熱・・・美味しい空気、きれいな水を使い手間暇をおしまず育てました。
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