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風薫る５月、新１年生も学校生活に慣れ、毎日の給食を楽しみにしていることと思います。

給食会は、公益財団法人として新たなスタートし1ヶ月が過ぎました。今後も職員一丸となり、皆様のお役に立てるよう努めて

参りますのでよろしくお願いいたします。

平成２３年度学校給食料理教室について

今年度も、大分県教育委員会・大分県学校栄養士研

究会からご後援いただき保護者の方々を対象とした｢学

校給食料理教室｣を開催します。

ただいま実施献立内容の検討を行っており、

６月１日（水）から実施可能です。参加申し込みにつ

いては、当会企画普及係までお願いいたします。

保護者の方へご紹介していただけると幸いです。

地場産物を活用した調理講習会のご案内

日時：平成23年7月8日（金）

講師：高橋知子先生

内容：県産魚及びカット生野菜を活用した

調理講習会

*詳細案内は、別途送付いたします。

フンド―キンの

CMでもおなじみの

大分を代表する

料理研究家

高橋知子先生

今年度の調理講習会は、３月に企画普及係が大分県

学校栄養士研究会会員様を対象に実施したアンケート

結果を踏まえ企画いたしました。多くの皆様のご参加を

お待ちしております。

また、アンケート実施に際しましては、年度末のご多忙

中にも関わらずたくさんのご意見をお寄せいただきあり

がとうございました。

平成２３年度講師

佐伯市立渡町台小学校

栄養教諭 高野美幸 先生

大分市立松岡小学校

学校栄養職員 姫野良子 先生

中津市学校給食山国共同調理場

学校栄養職員 久恒真紀子 先生

食育の推進には、保護者の方々のご理解が欠かせません。講

師の先生にお力添えをいただき実施して参りますので、ご協力

お願い申し上げます。

講師委嘱式の様子

平成23年1月～3月の給食会取扱い物資検査成績をお知らせします。

<冷凍食品 > 常温食品 ： １１件 ふりかけ等

①冷凍直前 加熱： ４７件 行事食 ： ３件 ひなあられ

②冷凍直前無加熱：２４件 ショートケーキ： ８件
カット野菜 ：４件 ごぼう、里芋、れんこん、さつまいも

無菌試験 ：１０件 缶詰 等

ヒスタミン ： ７件 さんま、あじ、さば 等

学校給食牛乳 ： ３件

＊検査項目：細菌数、大腸菌群、E．cｏｌｉ、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、

腸管出血性大腸菌O157、その他

牛乳 ：細菌数、大腸菌群、乳脂肪分、酸度、比重

合計 117件の検査を実施し、116件が食品衛生法及び（公財）大分県学校給食会衛生規

範の基準に適合していました。

なお、１件より細菌数が基準を超えていましたので、同一食品は、即、返品処理をすると

ともに、メーカー指導を致しました。

（公財）大分県学校給食会は安全な食品の提供に努めています。

お知らせ
東日本大震災に係わる物資の休売につ

いて、当会のホームページ上で速報をご

覧いただくことができます。

http://www.oita-kenkyu.jp/

集計結果につきましては、各地区

の常任委員様にお渡しいたします。

今後ともご指導くださいますよう

お願い申し上げます。
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品　名　 荒挽ミニカクテルウィンナー（約６ｇ）
銘　柄 インナミ
掲載ページ Ｐ１１３
訂正内容
（誤） （正）
原材料名 配合割合 原材料名 配合割合

鶏肉 70.67 鶏肉 72.18
豚脂 8.48 豚脂 8.66
でん粉 4.95 でん粉 5.05
発酵調味料 4.7 発酵調味料 4.48
粉あめ 2.83 粉あめ 2.89
食塩 1.34 食塩 1.37
砂糖 1.14 砂糖 1.17
酵母エキス 0.78 酵母エキス 0.79
香辛料 0.37 香辛料 0.38
水 4.74 水 3.03

当会が発刊しております平成２３年度学校給食用物資価格
一覧表の配合割合の一部に誤りがありましたので、訂正さ
せていただきますとともにお詫び申し上げます。

※本品におけるその他の項目（アレルギー表示・栄養成分値等）に訂正は
ありません。

お　詫　び

平成２３年４月５日（火）当会にて、平成２３年度学校給食用パン加工・炊

飯委託工場指定証交付式が行われました。同日、学校給食用物資の安全

を確保するため、パン加工・炊飯委託工場の責任者に対する衛生管理講習

会を開催するとともに、学校給食用パンの品質向上を図るための品質批判

会を実施しました。

パン品質批判会

審査員

熊本製粉株式会社

研究開発課 主査 井手 直 氏

農林水産省九州農政局大分農政事務所

食糧部消費流通課

消費流通課長 前田 敏朗 氏

消費拡大係長 松井 里美 氏

衛生管理講習会

講師

大分県生活環境部 食品安全・衛生課

食の安全・安心推進班

課長補佐 森下 昌勅 氏

公益財団法人大分県学校給食会

食品検査室 検査員 帆足 喜久雄

指定証交付式

商　品　名　　 規　格 銘　柄 価　格 備　　　考 商　品　名　　 規　格 銘　柄 価　格 備　　　考

星のももサワー 50g 給材 68円
カップ：紙
フタ：紙

七夕水まんじゅう 25g 九州太平 63円 プラ包装

星のソーダゼリー 50g 給材 50円
カップ：紙
フタ：紙

笹餅　 30ｇ ニチレイ 58.5円

星形杏仁豆腐ミックス 1kg 給材 756円 月星ポテト 1kg
（約110個入り）

SN 720円

七夕ゼリー 40g SN 49円
カップ：紙
フタ：プラ

星型プレーンオムレツ 袋
（25g×25個）

SN 750円 ボイル用

七夕用アップルゼリー 50g カセイ 52.5円
カップ：プラ
フタ：プラ

星型コロッケ 袋
（30g×30個）

SN 666円

七夕ゼリー(巨峰) 40g ロイヤル 47円
カップ：プラ
フタ：プラ

対馬産刻みあなご 500g SN 1,750円

冷凍魚ボイル・・・熱湯で約15分ボイルしてください。
※以下の物資は、高圧処理は施されておりませんので、ご了承ください。

秋さけ塩焼　　
銘柄：大冷
価格：670円
単位：袋（40ｇ×10）
アレルギー：さけ

太平のさば塩焼　 銘柄：九州太平
価格：710円
単位：袋（40ｇ×10）
アレルギー：*小麦・*大豆・さば
（＊・・・・コンタミ・加工助剤・キャリーオーバー）

太平のあじ照焼　
銘柄：九州太平
価格：660円
単位：袋（40ｇ×10）
アレルギー：小麦・大豆

さば照焼ＳＮ
銘柄：ＳＮ食品
価格：645円
単位：袋（40ｇ×10）
アレルギー：小麦・さば・大豆・りんご

太平のあじ生姜醤油煮　
銘柄：九州太平
価格：710円
単位：袋（40ｇ×10）
アレルギー：小麦・大豆

さば西京味噌煮ＳＮ　
銘柄：ＳＮ食品
価格：570円
単位：袋（40ｇ×10）
アレルギー：さば・大豆

冷凍魚切り身・・・焼きもの等にご使用ください。

給材のさけ切り身　５０ｇ

銘柄：給材開発
価格：65円
単位：個
ｱﾚﾙｷﾞ ：ーさけ

東日本大震災により、魚物資の取扱いが滞り、皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。代替品について各社から提案いただいた物資を当会で試
食・検討を行い、以下の物資を厳選いたしました。


