
ｴﾈﾙｷﾞｰ  730kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  510kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  705kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  627kcal

脂質    37.3g 脂質    17.4g 脂質    28.5g 脂質    25.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  561kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  464kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  498kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  576kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  505kcal

脂質    24.7g 脂質    12.3g 脂質    12.8g 脂質    22.9g 脂質    15g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  687kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  669kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  566kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  502kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  479kcal

脂質    29.1g 脂質    26.7g 脂質    18.7g 脂質    14.4g 脂質    11.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  478kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  616kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  530kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  598kcal

脂質    24g 脂質    12.0g 脂質    28.2g 脂質    20.1g 脂質    12.6g

.

ｴﾈﾙｷﾞｰ  561kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  587kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  611kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  623kcal

脂質    19.5g 脂質    27.6g 脂質    28.2g 脂質    27.9g

＊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

ご　飯 ご　飯 桜すし ご　飯
1 2 3 4

　　　　　　　　　

  月 火 水 木 金

ぶりの照り焼き 豚肉の生姜焼 鯖の香味焼トマトソースかけ

さつま芋のオレンジ煮 カリフラワーのあんかけ いこみこうや 車麩の煮物
なすの揚げ浸し 蓮根とｷﾉｺの炒め物 ジャーマンポテト マカロニサラダ

ﾋﾟﾘ辛チキンマヨ

ほうれん草のなめ茸和え 青梗菜のゆかり和え 菜の花の辛子和え 豆苗のナムル

7 8 9 10

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁
蛋白質  19.3g 蛋白質  23.7g 蛋白質  23.3g 蛋白質  26.9g

11

ミニ桜餅

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯

食塩    2.8g 食塩    2.9g 食塩    3.7g 食塩    2.9g

チキン南蛮 赤魚の中華蒸し 和風ハンバーグ 鮭の塩焼き 親子煮
大根と人参の煮物 白菜とえびのクリーム炒め さつま揚げの炒め煮 キャベツと豚バラの中華炒め 湯葉の含め煮
かぶとツナのサラダ シュウマイ 里芋の柚子風味 筑前煮 細切り昆布の炒め物

青梗菜と竹輪の和え物 キャベツの塩昆布和え ほうれん草のお浸し 大豆と青のりマヨ和え 胡瓜の酢の物

食塩    2.9g 食塩    3.2g 食塩    3.7g 食塩    2.8g

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

食塩    3g

14 15 16 17 18

蛋白質  19.5g 蛋白質  24.4g 蛋白質  19.4g 蛋白質  29g 蛋白質  25.8g

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯
鯖の味噌煮 チキンカレー ｶﾚｲの甘酢あんかけ 鶏肉のﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞ焼 白身魚のﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ焼

ｿﾌﾄいなりの煮物 筍と桜えびの炒め物 牛肉のピリ辛炒め ビーフン炒め 南瓜のシナモン煮

菜の花と豚肉の卵炒め ほうれん草のくるみサラダ ひじきの煮物 粉ふき芋のハムのせ きのことブロッコリーの炒め物

セロリと人参のマリネ フルーツヨーグルト 小松菜のなめ茸和え 大根サラダ キャベツのゆかり和え

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
漬　物

食塩    3.6g 食塩    3.5g 食塩    2.9g 食塩    2.6g 食塩    3g
蛋白質  38.3g 蛋白質  22g 蛋白質  24.5g 蛋白質  19.8g 蛋白質  22.6g

21 22 23 24 25

ゆかりご飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯

さつま芋のレモン煮

ほうれん草のわさび和え 青梗菜の磯和え キャベツの胡麻和え 小松菜の土佐和え 大根のピクルス

すき焼き 鮭の利休焼 鶏肉の照り焼 鯖の幽庵焼 とんかつ
白滝の有馬煮 豚挽と春雨のみそ炒め なすと桜えびの炒め物 かぶのそぼろ煮 きんぴらごぼう

おはぎ
即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

筍の木の芽和え 蓮根と人参の土佐煮 ツナのチリコンカン 竹輪の炒め物

食塩    3g 食塩    2.9g 食塩    2.9g 食塩    2.9g 食塩    2.9g

即席味噌汁
蛋白質  22.6g 蛋白質  24.7g 蛋白質  23.7g 蛋白質  21.2g 蛋白質  20g

28 29 30 31

ご飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯
かにと豆腐のふんわり天 鶏肉のカレー生姜焼き 鰆のマヨ明太焼 麻婆茄子
肉じゃが チンゲン菜のソテー 切干し大根と豚バラのﾎﾟﾝ酢炒め チャプチェ
ふきと油揚げの炒め物 スパゲティサラダ がんもの煮物 青梗菜の煮浸し
キャベツと人参の和え物 かぶとゆずの浅漬け 胡瓜の生姜醤油漬け いんげんの胡麻和え

食塩    2.8g 食塩    2.9g 食塩    3.6g 食塩    2.9g

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁
蛋白質  17.5g 蛋白質  20.6g 蛋白質  27.6g 蛋白質  16.7g

献 立 表

春分(3月21日頃)
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるようにこのころから暖かさ

を増し過ごしやすい陽気となります。桜の開花の情報が聞き始

めるのもこのころからですね。 朝晩の寒暖の差もありますの

で体調にはお気を付けください。


