
 

 

 

作り方（４人前） 
・干し椎茸を水で戻します。 
（水と椎茸でも可） 

・野菜となるとを好みのサイズ 
に切る。 

・★を鍋で火にかけ、中火で 
切った※をいれる。 

・火が通ったら卵を溶きいれて、 
固まるまで煮る。 

・ソースカツをお皿にのせ 4 を盛
り、白髪ねぎと三つ葉をのせて
完成。 

 

材料 
 ・ロースカツ 
（お惣菜） ４枚 

 ※干し椎茸 ４コ     
 ※なると  1/2 本   
 ※玉葱  1 コ    
★本出汁 小さじ 2   
★めんつゆ 
（3 倍濃縮）  150ｍｌ   
★干し椎茸の戻し汁 
（または水） 400ｍｌ   

 ・白髪ねぎ 1/2 本分 
 ・三つ葉 適量 
 ・卵 4 コ 

 

カ ツ 煮 風 

 防災豆知識は裏面へ！ 
 

煮ないからサクサク！ 

北多摩西部消防署 
北多摩西部災害防止協会 

担当： 
佐藤シェフ 
 



 

材料 
・たまねぎ ３個(大きめ) 
・豚ひき肉 ４００グラム 
・はんぺん １枚 
・片栗粉 大さじ２杯 
・胡椒 
 小さじ１杯(お好みで) 
・水  

玉葱が半分以上浸る程度 
・鶏がらスープの素(顆粒) 

大さじ３～４杯 

た ま ね ぎ の 肉 詰 め 

 防災豆知識は裏面へ！ 
 

お子さんから大好評！ 

担当： 
齊藤シェフ 
 

作り方（４人前） 
・玉葱を半分に切り、中心部分を３

～５層分くり抜く。 
・くり抜いた部分の下約２センチ

ほどを切って元のたまねぎに戻
し、カップ状態にする。 

・くり抜いたたまねぎを微塵切に
し、豚ひき肉、はんぺんを入れ胡
椒をまぶして「肉だね」を作る。 

・たまねぎに片栗粉をまぶし、肉だ
ねをドーム状になるように入れ
る。 

・深いフライパンに肉入りたまね
ぎを置いて、水が半分以上浸る
ように注ぐ。 

・鶏がらスープの素を入れて、蓋を
して中火にかける。 

・約５～７分で沸騰、玉葱が半透明
になり火が通ったら完成。 

・盛り付けはヘラを使うと崩れに
くい。 

北多摩西部消防署  

北多摩西部災害防止協会 



 

  

作り方（４人前） 
・玉ねぎを薄くスライスする。 
・深めのフライパンにオリーブ
オイルをしき、温めてからし
んなりするまで玉ねぎを炒め
る。 

・トマト缶を同じフライパンに
入れて火にかけ沸騰したら弱
火にし、シーフードミックス
と水を切ったシーチキンを入
れる。 

・コンソメを入れて溶けさせる。
塩こしょうとブラックペッパ
ーで味を整える。 

・パスタを茹で、フライパンでソ
ースと絡ませて出来上がりで
す。 

材料 
・全粒粉パスタ ３００ｇ 
・カットトマト缶 １缶 
・ツナ缶（水煮） ２缶 
・シーフードミックス 
（エビ、イカ、あさり等） 
２００ｇ 

・玉ねぎ １／２個 
・オリーブオイル 小さじ２ 
・コンソメ １個 
・ブラックペッパー 適量 
・塩こしょう 適量 
 
小杉シェフより一言 
いんげんやブロッコリーなど
の野菜、しめじや舞茸などの
きのこ類、パセリ等の香草を
入れることでアレンジ可能で
す！ 

ト マ ト ソ ー ス の パ ス タ 

 防災豆知識は裏面へ！ 
 

低脂質・低ＧＩ！ 

担当： 
小杉シェフ 
 

北多摩西部消防署  

北多摩西部災害防止協会 



 

 

作り方（４人前） 
・材料をすべて少し大きめの 
ひと口大に切る。 

・フライパンにオリーブオイル
をしき、温め過ぎないうちに
鶏むね肉を入れる。 

・鶏むね肉の表面が白くなって
きたところで、他の材料をす
べて入れる。 

・１分ほど炒めたらマジックソ
ルトを入れる。 

・材料と大きめの鶏むね肉に火
が通っていることを確認し
て完成。 

材料 
・鶏むね肉 １～２枚 
・パプリカ 赤、黄 各１個 
・しいたけ ４個 
・アスパラガス ３本 
・オクラ ４本 
・マジックソルト 適量 
・オリーブオイル 適量 
 
小杉シェフからの一言 
 
白米、お好きな具のコンソメ
スープ等で栄養バランスも整
います。 
もうひと手間：鶏むね肉を塩
麹に３０分程度漬けると、柔
らかく仕上がります。 

とり肉と彩野菜のマジックソルト炒め 

 防災豆知識は裏面へ！ 
 

余りがちな 

マジックソルトで簡単に！ 

北多摩西部消防署  

北多摩西部災害防止協会 

担当： 
小杉シェフ 
 



 

 

作り方（４人前） 
 
・油揚げを１センチ幅に刻む 
・長ネギを斜め (１センチ )に刻

む 
・たまごをボールに割り入れて

溶く 
・材料が入る大きさの鍋に割り

下を入れる 
・割り下が沸いてきたら、油揚げ

と長ネギを入れて約５分煮る 
・火が通ったら、溶きたまごを少

量づつ流し入れる(固まり程度
はお好み) 

・どんぶりご飯の上に乗せて、お
好みで山椒をまぶしたら完成 

材料 
 
・油揚げ(京揚げ) 

or 普通の油揚げ １０枚 
・長ネギ(九条ねぎ) 

or 普通の長ネギ ４本 
・たまご ８個 
・しょうゆ 大さじ４杯 
・みりん 大さじ４杯 
・酒 大さじ２杯 
 
割り下 
・砂糖 大さじ２杯      

あらかじめ混ぜておく 
・顆粒だし 大さじ２杯 
・水 ３２０ｃｃ 
・ごはん お好みの量 
・山椒(粉末状) 

衣 笠 丼 （ き ぬ が さ ど ん ） 

 防災豆知識は裏面へ！ 
 

京都ご当地の簡単どんぶり！ 

担当： 
齊藤シェフ 
 

北多摩西部消防署 

北多摩西部災害防止協会 



 

 

作り方（４人前） 
  【作り方】 
・鳥モモ肉を一口大に切り、 
塩胡椒で下味を付けたら 
小麦粉をまんべんなくつ 
ける。 

・アスパラガスを塩茹でし 
火が通ったら３ｃｍ程度 
の長さに切る。 

・フライパンに油を熱し 
鳥モモ肉に焼き色を付け、 
一度フライパンから 
取り出す。 

・フライパンの余計な 
油をふき取り、切った※を 
入れ全体に油が回ったら 
全ての具材と一緒に○を 
入れ中火で煮る。 

材料 
・鳥モモ肉    ６００ｇ 
・油（or バター） 大さじ１ 
※玉葱      １コ 
※しめじ     1/2 袋 
※エリンギ    1/2 パック 
・アスパラガス  ４本 
・塩胡椒     適量 
・小麦粉     大さじ２ 
○生クリーム   ２００ｍｌ 
○牛乳      １００ｍｌ 
○しょうゆ    小さじ１ 
○コンソメ    大さじ１ .５ 
・胡椒      お好み 
・パセリ     お好み 

鶏肉とキノコのクリーム煮 

 防災豆知識は裏面へ！ 
 

優しい味で大人気！ 

担当： 
佐藤シェフ 
 

北多摩西部消防署 
北多摩西部災害防止協会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

放置する・忘れる

129件

37.5%

可燃物が接触する

60件

17.4%

誤ってスイッチが

入る（入れる）

33件

9.6%

接炎する

30件

8.7%

過熱する

27件

7.8%

考え違いにより

使用を誤る

24件

7.0%

引火する

18件

5.2%

その他

18件

5.2%

不明

5件

1.5%

 

。 

  

こんろ火災発生状況 

(令和元年 住宅火災) こんろの使用放置火災 

住宅火災の出火原因で一番多いのは、こんろの火災です。 

令和元年のこんろによる住宅火災の約４割が、火をつけたまま放

置する、つけたことを忘れることで発生しています。 

 

ちょこっとコラム 

ＧＩとは、食後血糖値の上昇度合いを示す指標です。ＧＩ値

が低い食品は、食後の血糖値の上昇を穏やかにします。全粒

粉の麺やパンは低ＧＩとして知られ、近年注目されています。 

 



 

ちょこっとコラム 

消防署のまかないと言えば、大盛り高カロリーと思われがち

ですが、体が資本の私たち。良い仕事をするためには、バラ

ンスの良い食事から始まります。健康意識の高まりから、栄

養バランスを重要視するメニューも増えました。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに重要な住宅用火災警報器は約

１０年しかもちません！古くなると電

子部品の劣化や電池切れなどで火災を

感知しなくなることがあります。  

点検ボタンや紐を引くなど、点検をし

てみましょう！ 

住宅火災１００件あたりの

死者発生件数を比べると、住

宅用火災警報器等設置住宅

3.1 件に比べ、住宅用火災警

報器未設置住宅7.4件で死者

が発生しており、死者発生件

数が住宅用火災警報器等設

置住宅の2.3倍の死者が

発生しています。 
住宅用火災警報器設置有無別の住宅火災100件あ
たりの死者発生件数（平成 30 年） 

ちょこっとコラム 

消防署では様々な地域の地元料理が作られています。食を

通じて、多くの地元文化や歴史を知る良いきっかけとなり、

作った人の生まれや背景を知る良い機会となっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょこっとコラム 

肉詰めと言えばピーマンですが、苦みが嫌いなお子様も多い

ですよね。でも野菜も美味しくたくさん食べてもらいたい…。

そんな願いから生まれたレシピです。 



消火器マスターへの道 
皆様一人一人が、火災が起きてしまった時の対処法を前もって知って

おくことが大切です。あなたの大切な生命やまちを守るため、消火器

の使い方を覚えましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょこっとコラム 
いつ呼び出しがかかるか分からない消防署では、食事がのび
たり、ふやけたりしないように配慮がされています。今回の
カツ煮風も、帰り時間が分からない家族の食事にいかがでし
ょうか。サクサクの食感がクセになります。 

◆火災を発見したら、焦らず、落ち着いて「火事だ！」と大声で周囲の人に知らせる。 

◆初期消火の限界は炎が天井に着火するまで。消火が困難であれば、すぐに避難する。 

◆早めに１１９番通報する。 

ＱＲコードを読み取って消火器の使い方の動画を見よう！ 

動画は東京消防庁の HPでも確認することができます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年中に発生した電気火災

は、平成２８年中と比較すると２

５％から３６％に増加していまし

た！ 

主な出火原因を見てみると、「水

分やホコリの付着」「経年劣化」「電

気ストーブに布団等が接触」など、

清掃や確認をしていれば防げる火

災が約８割を占めていることが分

かりました。 

火災を予防するポイント！ 

●棚の裏側などに隠れたプラグはホコリ

が溜まりやすいので、こまめに清掃し

よう！ 
 
●コードやプラグ部分に熱を持っている

ような古いコードは使用しないでくだ

さい。 
 
●電気ストーブを点けたまま就寝しない

でください。また、点けっぱなしのまま

その場を離れないようにしましょう。 

× 

× 

× 

ちょこっとコラム 

ホワイトソースがなくてもできるメニューなので経済的かつ

人気の高いメニューです。まだまだ寒い日も続きますので、

温かくして体調を整え、共にコロナ禍を乗り越えましょう。 


