
かぼちゃとほうれん草の和風グラタン 干し豆腐と春雨の豆乳入り
ヘルシー担 ・々排塩サラダ仕立て

アボカドのテリーヌ　南瓜のヨーグルトサラダ
人参のマスタードマリネ

フレッシュトマトとアンチョビの
リングイーネ

2種のフライドポテト
～ゴルゴンゾーラソース～

炙りホタテ、茸とドライトマトのボスカイオーラ
カブとあおさのクリームソースを添えて パプリカとほうれん草のスパゲッティ vege餃子

参加店舗
にLet’s g

o!!

10/1土～11/30水

主催： お問合せ 藤枝市健康福祉部 健やか推進局 健康企画課
〒426-0078 藤枝市南駿河台1-14-1（藤枝市保健センター内）

TEL.054-645-1113
FAX.054-645-2122

藤枝市役所HP▶

ふじえだ食育

割引ガチャで
お食事クーポンを当て

よう！割引ガチャで
お食事クーポンを当て

よう！

合計800
名様に

お食事ク
ーポンが

当たる！

最大500円の
割引ゲット！
最大500円の
割引ゲット！

合計800名様にその場で当たる！

※予算上限に達し次
第、割引ガチャは終

了します

その場で
使える！

スマホ
で

できる

★野菜をたっぷり摂れる （100g以上）　★藤枝産の食材を１つ以上使用　★減塩に配慮し、ヘルシーに！

くるみキッチンプラス+ 新中華　華花 レストラン シェ・サツカワ カクタスハウス

呑み家 鼓童 (アルティジャーノ）artigiano (アルティジャーノ） 三枝商店 you me 縁 -yumeyori-

塩分を体外に排出する効果のある「カリウム」を多く含む食材を使った料理を食べ、
普段の食事から“高血圧予防”をしよう！

今回のメニューは？ ★「カリウム」を多く含む次の食材を１品目以上 （ほうれん草、アボカド、にら、小松菜、ブロッコリー、かぼちゃ、人参、トマト）

参加店舗で
対象メニューを食べる1 店舗で

QRコードを
読み込む

2 健康クイズと
割引ガチャに
挑戦！！

3 あたりが出たら
その場で割引！4

参加方法
あたり！Q

健康
クイズ

あたりあたり
500円500円

 メニュ一 一覧



ふじえだ食育グルメフェス参加店舗
参加店舗は「新型コロナウイルス安全・安心宣言施設認定店」（藤枝商工会議所ほか）です。
店舗で安心してお食事をお楽しみいただけるよう適切な感染防止対策をおこなっています。

くるみキッチンプラス+くるみキッチンプラス+くるみキッチンプラス+くるみキッチンプラス+ 新中華　華花新中華　華花新中華　華花新中華　華花

藤枝市青木1-21-12 
フジエダオガワホテル内
☎054-646-4397

月・火・第一日曜日

お客様それぞれが求める「からだづくり」の情報と
お食事を、地域食材とともにご提供し、“食の保
健室”を目指しています。静岡県内産のおすすめ
食材や大豆100%の大豆ミート中心のお食事、地
域の野菜や果物とスーパーフードを使った「フレッ
シュスムージー」グルテンフリーの「大豆粉スイー
ツ」も人気です。

モーニング 7：30～11：00　
ランチ 11：00～15：00
ディナー 貸し切りのみ

営業時間

定 休 日

藤枝市田沼１-１５-６
☎０５４-６８９-２３３９

月・火曜日
（定休日祭日の場合、水曜日休み）

中華をベースに和と洋をミックスさせたカジュアル
中華料理店。本格中華から創作中華まで幅広い
メニューがございます。お店の前の小さな小屋「華
花ＤＥＬＩ」にて、テイクアウト商品を販売中。ＫＯマ
ートfine各店でも弁当惣菜を販売しております。テ
イクアウトはお電話注文も受け付けております。デ
リバリーは「出前館」をご利用ください。

ランチ １１：３０～１４：３０（LO１４：００）
※現在ディナータイムの営業はしていません

営業時間

定 休 日

カクタスハウスカクタスハウスカクタスハウスカクタスハウス

藤枝市高洲25-7
☎054-635-6403

月曜日（祝日の場合は翌日）

地元食材を使用した四季の料理とパティシエ特
製のデザートを楽しめるイタリアンレストランです。
アンティーク調の建物と緑に囲まれた温かい雰囲
気の中で、ここでしか食べられない料理とこだわり
のデザートをご堪能ください。 

ランチ 11：30～15：00
　　　（L.O.14：00）
ディナー 17：30～21：30
　　　　（L.O.20：00）

営業時間

定 休 日

you me 縁 -yumeyori-you me 縁 -yumeyori-you me 縁 -yumeyori-you me 縁 -yumeyori-

藤枝市駅前1丁目3ｰ2　駅前会館ビル２F
☎054-643-0882

月曜日

【野菜ソムリエ】の居る個室の和ダイニングバーで
す♪2021年5月にグランドオープン致しました♬
地元のお野菜や、ソムリエが厳選するお野菜をふ
んだんに使用した、新鮮なお野菜が食べられるお
店です♬安心安全に個室でゆったりと、素敵なひ
と時をお過ごしください♬

ランチ 11：00～14：00
ディナー17：00～24：00

営業時間

定 休 日

三枝商店三枝商店三枝商店三枝商店

藤枝市駅前１丁目３-１３
☎054-631-7022

木曜日

「ふじえだで採れた新鮮な野菜と、修行先で出会
ったこだわりの食材を皆様に届けたい」という思い
をヒトサラに込めております。お料理と相性のよい
ワインとともに、「藤枝」を感じるひと時をお過ごし
ください。

日・月曜日 17：00～21：00
火・水・金・土曜日 12：00～21：00

営業時間

定 休 日

artigiano （アルティジャーノ）artigiano （アルティジャーノ）artigiano （アルティジャーノ）artigiano （アルティジャーノ）

藤枝市前島2-1-3 谷川澤ビル1F
☎054-625-9249

火・第三水曜日

有機野菜と熟成牛を楽しめるイタリアンバルで
す。バラエティー豊かなメニューとソムリエが厳選
したワインと共にお楽しみください。コース料理も
ありますので、デート、女子会、忘年会、接待会食
など様々なシーンでご利用いただけるお店です。

ランチ 休業中　
ディナー 17：00～24：00

営業時間

定 休 日

呑み家　鼓童呑み家　鼓童呑み家　鼓童呑み家　鼓童

藤枝市駅前1-8-5
☎054-645-3522

月曜日

藤枝駅北口徒歩1分の居酒屋です。地産地消に
こだわり、新鮮な刺身、豪快なお肉、季節の野菜
など和洋中色々なアプローチで日替わりメニュー
を展開しております。
ぜひ一度お越しくださいませ!!

平日18：00～24：00　
週末17：00～24：00

営業時間

定 休 日

藤枝市前島1-3-1 ホテルオーレ2Ｆ
☎054-634-1523

水曜日

特別な一日も、何気ない一日も、お客様ひとりひと
りの思いに寄り添う料理とサービスでおもてなし
いたします。契約農家よりの無農薬有機野菜、駿
河湾の海鮮類と各地から直送の魚介など、こだわ
りの生産者からの最高級素材を使用し、リーズナ
ブルで美味しいワインから、フランス産の古酒（ワ
イン）、静岡の地酒や九州産の焼酎など多種多様
のドリンクも取り揃えております。

ランチ 11：30～14：00（L.O）　
ディナー 17：00～21：00（L.O）

営業時間

定 休 日

レストラン シェ・サツカワレストラン シェ・サツカワレストラン シェ・サツカワレストラン シェ・サツカワ

ふじえだヘルシー認定店が考案した創作レシピを民間情報誌「ふじえ～ら」や
「cookpad（藤枝市保健センターのキッチン）」で12月に公開予定！
その他高血圧予防レシピも多数掲載中！

ふじえだヘルシー認定店が考案した創作レシピを民間情報誌「ふじえ～ら」や
「cookpad（藤枝市保健センターのキッチン）」で12月に公開予定！
その他高血圧予防レシピも多数掲載中！

家庭で
作ってみよう！

藤枝の人気飲食店がテーマに沿って
考案したレシピを公開！

そもそも、なぜ高血圧になるの？
・薄味に慣れる
・食塩を多く含むものを控える（汁ものや漬物、加工食品など）
・天然だしの旨味や香味野菜を活かす
・野菜をたっぷり食べる

野菜に多く含まれるカリウムには、
高血圧の原因となるナトリウムの吸収を防ぎ、
尿への排泄を促す作用があります！！

毎日のお食事で高血圧を予防するには？

塩分の
とりすぎ

血液中の
塩分濃度が高くなり、
濃度を下げようと
水分をため込む

原因のひとつは

血液量が増えて
血管壁に

高い圧力が加わる
（高血圧）

放置すると…

心筋梗塞
脳卒中

腎臓への負担 ここに注目！

藤枝市では血圧高めの方が
増えています

※

藤枝市国保  特定健康診査より

平成28年度

51.8％

41.6.％
所見なし

所見あり

令和２年度

39.8％
所見なし

所見あり

60.2％※収縮期血圧130㎜Hg以上の方


