
ｴﾈﾙｷﾞｰ  557kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  584kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  524kcal

脂質    20.3g 脂質    27.4g 脂質    17.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  690kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  426kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  550kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  553kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  524kcal

脂質    31.9g 脂質    7.5g 脂質    20.1g 脂質    19.2g 脂質    14.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  568kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  677kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  516kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  640kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  527kcal

脂質    23.2g 脂質    30.6g 脂質    22.3g 脂質    26.8g 脂質    18.5g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  623kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  409kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  722kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  582kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  778kcal

脂質    24.1g 脂質    8g 脂質    26.4g 脂質    20.1g 脂質    36.2g

.

ｴﾈﾙｷﾞｰ  551kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  565kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  572kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  584kcal

脂質    17.3g 脂質    20.1g 脂質    24.5g 脂質    19.2g

＊材料の都合により献立を変更することが
　あります。ご了承下さい。

＊お弁当は19時までにお召し上がり下さい。

         シャローム横浜　　食事サービス

　       電話　０４５－９２２－７３３９

食塩    3.1g 食塩    3.5g 食塩    2.8g 食塩    3.5g

ケーキ

いちご
即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

蛋白質  30.9g 蛋白質  22.4g 蛋白質  20.8g 蛋白質  23.1g

湯葉の含め煮 大根とじゃこの炒め物 ﾄﾏﾄとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ 里芋の柚子風味
青梗菜のゆかり和え 小松菜の胡麻和え キャベツ辛子和え かぶの酢の物

蒸魚の野菜あんかけ 八宝菜 すき焼き ぶりの照り焼き

豚コマとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物 春巻き れんこんの炒め物 かき揚げ

27 28 29 30

ご飯 ご飯 ご飯 散らし寿司

食塩    3.2g 食塩    2.9g 食塩    3.5g 食塩    3.3g 食塩    4.4g
蛋白質  24.2g 蛋白質  21.4g 蛋白質  24.4g 蛋白質  24.2g 蛋白質  28.2g

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

ポテトサラダ 白滝の有馬煮 車麩の煮物 南瓜サラダ バジル風味のﾊﾟｽﾀ

胡瓜のﾋﾟﾘ辛漬け キャベツ土佐和え もやしのカレー風味和え きのこと青菜のごま酢あえ ｻｰﾓﾝとｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ

とんかつ 赤魚の粕漬 鶏とさつま芋の甘辛煮 魚のムニエル ビーフシチュー

人参しりしり 大根のそぼろあんかけ なすのみそ田楽 チリコンカーン えびとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｶﾞｰﾘｯｸ炒め

20 21 22 23 24

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯

食塩    3g 食塩    3g 食塩    2.8g 食塩    3.4g 食塩    3.2g
蛋白質  24.7g 蛋白質  28.4g 蛋白質  19.4g 蛋白質  17.7g 蛋白質  24g

ｾﾛﾘと胡瓜のマリネ ほうれん草のくるみサラダ 枝豆とﾄﾏﾄのおろし和え 豆苗のナムル 白菜と人参のさっぱり和え

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

筍と牛肉の炒め物 スパニッシュオムレツ 豚バラとふきの炒め物 かにしゅうまい 青梗菜のクリーム煮

キャベツと桜ｴﾋﾞのさっと煮 さつま芋の煮物 小松菜の煮浸し チャプチェ ひじきの煮物

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯
白身魚のﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ焼 鶏肉のﾒｷｼｶﾝｿｰｽかけ ホッケの塩焼き 回鍋肉 鰆のマヨ明太焼

13 14 15 16 17
食塩    4.3g 食塩    3.2g 食塩    3.2g 食塩    2.9g 食塩    3.4g

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁
蛋白質  20.2g 蛋白質  20.7g 蛋白質  22.8g 蛋白質  23.3g 蛋白質  23g

マカロニサラダ ビーフン炒め さつま揚げの炒め物 カリフラワーのあんかけ 里芋の柚子風味

ほうれん草の青じそ和え 小松菜のお浸し 白菜の胡麻和え 胡瓜の酢の物 青梗菜の磯和え

ハンバーグ 鮭のちゃんちゃん焼 鶏肉の梅肉焼 鯖の竜田揚げ 松風焼
なすの揚げ浸し かぶの煮物 ジャーマンポテト 色かんぜふの煮物 竹輪の炒め煮

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
6 7 8 9 10

蛋白質  32.1g 蛋白質  21g 蛋白質  23.1g

食塩    3.2g 食塩    3.4g 食塩    3.2g

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

鶏肉と大豆もやしのソテー ぜんまいの煮付け ﾒﾝﾏと白滝の炒め物

かぶの浅漬 青梗菜の胡麻和え キャベツのゆかり和え

西京焼き 豚肉の生姜焼 カレイのきのこあんかけ

ｿﾌﾄいなりの煮物 卵とじ 大根と人参の煮物

ご飯 ご　飯 ご　飯
1 2 3

　　　　　　　　　

  月 火 水 木 金

献 立 表

冬至(１２月２１日)
北半球では昼間が最も短く、夜が最も長い日です。太

陽の高さも最も低く、この日を境に日が延び太陽の力

が増すことから「太陽がよみがえる日」とも呼ばれて

いるそうです。


