
ｴﾈﾙｷﾞｰ  582kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  480kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  641kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  653kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  527kcal

脂質    24.1g 脂質    13g 脂質    24.3g 脂質    24.5g 脂質    18.3g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  495kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  710kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  552kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  529kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  496kcal

脂質    14.8g 脂質    33.7g 脂質    18.7g 脂質    13.6g 脂質    13.3g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  594kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  577kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  512kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  471kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  541kcal

脂質    27.3g 脂質    20.5g 脂質    13g 脂質    13.2g 脂質    17.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  556kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  530kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  517kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  648kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  437kcal

脂質    21.9g 脂質    21g 脂質    20.9g 脂質    24.4g 脂質    7g

.

ｴﾈﾙｷﾞｰ  621kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  608kcal

脂質    29g 脂質    23.1g

＊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

　　　　　　　　　

    月 火 水 木 金

ご飯 ご飯 ご飯 ちらし寿司 ご飯
2 3 4 5 6

鶏肉の油淋ｿｰｽかけ 白身魚のﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ焼 すき焼き さばの幽庵焼き グリルチキン
さつま揚げの炒め物 れんこんと

       ﾍﾞｰｺﾝの炒め物
隠元とジャコの炒め物

鶏挽肉とパプリカの
              ピリ辛味噌

ツナのチリコンカン

かぶの煮物 青梗菜の煮浸し 南瓜の含煮 いこみこうや エビとブロッコリーのサラダ

胡麻マヨ
　コールスローサラダ 大根サラダ 胡瓜の酢の物 ほうれん草のくるみ和え 小松菜とｺｰﾝのﾊﾞﾀｰｿﾃｰ

9 10 11 12 13

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  21.7g 蛋白質  23.6g 蛋白質  27.5g 蛋白質  25.8g

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

食塩    3.3g 食塩    2.9g 食塩    4.1g 食塩    3.2g

目鯛の梅焼き 牛肉と野菜の
     　 ｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め アジの南蛮漬 鶏肉のﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞ焼 鮭の利休焼

豚バラとぜんまいの炒め煮 湯葉の含め煮 大根のそぼろ煮 ビーフン炒め なすと厚揚げの田楽

卵とじ ツナポテトサラダ 竹輪とﾋﾟｰﾏﾝの炒め物 さつま芋のレモン煮 きんぴらごぼう

ほうれん草の磯和え 白菜のゆかり和え 筍の木の芽和え 青梗菜の胡麻和え 豆苗のナムル
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  26.8g 蛋白質  25.2g 蛋白質  25.4g 蛋白質  17.8g 蛋白質  24.9g

16 17 18 19 20
食塩    2.9g 食塩    3.1g 食塩    3.2g 食塩    3g 食塩    3g

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

豚肉の生姜焼 かにと豆腐の
　　　　ふんわり天 八宝菜 赤魚の粕漬 ハンバーグ

車麩の煮物 牛肉のピリ辛炒め えびしゅまい 筑前煮 青梗菜のクリーム煮

マカロニサラダ ひじきの煮物 春雨サラダ ふきと豚コマの炒め物 アボカドと海藻のサラダ

小松菜のお浸し ほうれん草の胡麻和え かぶの甘酢漬 枝豆とﾄﾏﾄのおろし和え 人参とﾚｰｽﾞﾝのマリネ

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    2.7g 食塩    3.2g 食塩    3.1g 食塩    3.3g 食塩    3.3g
蛋白質  19.1g 蛋白質  20.3g 蛋白質  22.7g 蛋白質  21.6g 蛋白質  18.0g

23 24 25 26 27

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

鶏肉と蒟蒻の味噌炒め

青梗菜のゆかり和え キャベツの塩昆布和え 三色ごま和え 小松菜のなめ茸和え ほうれん草のお浸し

鯖の味噌煮 鶏団子のｽｰﾌﾟ煮 鰆のマヨ明太焼 メンチカツ 蒸魚の野菜あんかけ

厚揚げと
　　　高菜の挽肉炒め

なすと桜えびの炒め物 野菜のソテー チャプチェ がんもの煮物

蛋白質  28.4g 蛋白質  15.8g 蛋白質  23.4g 蛋白質  16.3g

若竹煮 白滝とﾋﾟｰﾏﾝの炒め煮 ひじきの煮物 南瓜サラダ

蛋白質  26.5g
食塩    3g 食塩    2.9g 食塩    3.1g 食塩    3.2g 食塩    2.9g

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

30 31

ご　飯 ご　飯

いんげんの胡麻え

チキン南蛮 鮭のちゃんちゃん焼

じゃが芋のカレー炒め
豚バラと
  細切り昆布の炒め物

青リンゴゼリー

蛋白質  21.8g

食塩    3.3g

蛋白質  21.1g 蛋白質  31.9g

食塩    3g 食塩    3.3g

即席味噌汁 即席味噌汁

トマトと
　新玉ねぎのサラダ ｿﾌﾄいなりの煮物

キャベツの土佐和え

献 立 表

アイスクリームの日(５月９日)
明治2年に横浜の馬車道通りで日本初のアイスクリーム

「アイスクリン」が販売されました。当時の価格は現在

に換算すると約8千円でとても効果なの物で庶民の口に

はあまり入らなかったとの事。 徐々に暑くなり冷たい

ものを食べたくなる頃…食べすぎには注意しましょう。


