
ｴﾈﾙｷﾞｰ  538kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  553kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  585kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  553kcal

脂質    16.5g 脂質    22.3g 脂質    17.3g 脂質    23.2g 脂質    20g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  634kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  472kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  496kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  669kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  707kcal

脂質    29.3g 脂質    11.4g 脂質    15.8g 脂質    33.9g 脂質    31.7g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  569kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  551kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  551kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  451kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  642kcal

脂質    20.2g 脂質    17.7g 脂質    18.2g 脂質    9.3g 脂質    23.4g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  585kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  435kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  542kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  641kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  492kcal

脂質    24.4g 脂質    9.7g 脂質    20.8g 脂質    28.5g 脂質    14.2g

.

ｴﾈﾙｷﾞｰ  595kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  626kcal

脂質    22.8g 脂質    23.4g

＊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    3.3g 食塩    3.3g

即席味噌汁 即席味噌汁

青梗菜の煮浸し じゃが芋のカレー炒め

鯖の味噌煮 麻婆豆腐
牛肉ときのこの炒め物 かにしゅうまい

大葉と竹輪のﾋﾟﾘ辛和え ほうれん草のナムル

蛋白質  26.5g 蛋白質  23.1g

29 30

ご飯 ご飯

蛋白質  23.2g
食塩    3g 食塩    3.1g 食塩    3.2g 食塩    3.8g 食塩    4.1g

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  25.8g 蛋白質  23.9g 蛋白質  15.1g 蛋白質  24.6g

筍とｻﾞｰｻｲの炒め物 甘辛豚れんこん 海草サラダ 切干し大根の煮付け

りんご

ポテトサラダ
いんげんのジャコ和え 青梗菜のお浸し かぶの浅漬 キャベツの土佐和え 小松菜とコーンの和え物

鶏団子のｽｰﾌﾟ煮 鰆の梅焼き すき焼き 鮭の利休焼 とんかつ
春巻き がんもの煮物 さつま芋のレモン煮 鶏肉とこんにゃくのみそ煮 春雨とエビの炒め物

22 23 24 25 26

ご　飯 散らし寿司 ご　飯 ご　飯 ご　飯

蛋白質  24.4g
食塩    3.1g 食塩    3.2g 食塩    3g 食塩    2.9g 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
蛋白質  19.1g 蛋白質  24.7g 蛋白質  18.8g 蛋白質  28g

胡瓜の酢の物 キャベツ辛子和え ビーンズサラダ 小松菜のﾋﾟｰﾅﾂ和え 人参とﾚｰｽﾞﾝのマリネ

鶏と栗のうま煮 南瓜の含煮 ほうれん草のキッシュ さつま揚げの炒め物 白菜のクリーム煮

いかと青梗菜の中華炒め なすのみそ田楽 チャプチェ じゃが芋の明太和え 蓮根とｷﾉｺのｶﾞｰﾘｯｸ炒め

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯
かにと豆腐のふんわり天 牛肉の柳川風 鯖のトマト煮 メンチカツ 魚のムニエル

15 16 17 18 19
食塩    4.2g 食塩    2.7g 食塩    2.9g 食塩    3g 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
蛋白質  23.9g 蛋白質  20.7g 蛋白質  17.4g 蛋白質  22.5g 蛋白質  29.9g

いこみこうや きんぴらごぼう ﾄﾏﾄとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ マカロニサラダ えびしゅまい
豆苗ともやしの和え物 かぶの塩こぶ和え ほうれん草の土佐和え 野菜とかにかまの甘酢 小松菜のお浸し

豚肉の生姜焼 粕　漬 和風ハンバーグ さわらもろみ漬け 鶏肉の黒酢炒め

ほうれん草のソテー 肉じゃが ビーフン炒め なすの揚げ浸し トマト入り卵とじ

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

食塩    3.3g 食塩    3.3g 食塩    3.3g 食塩    3.2g 食塩    4.6g

即席味噌汁 即席味噌汁

8 9 10 11

即席味噌汁

12

グリルチキン 鯖の幽庵焼
湯葉の含め煮 さつま揚げとﾋﾟｰﾏﾝの炒め煮 豚バラとふきの炒め煮 青梗菜のソテー ｿﾌﾄいなりの煮物

蛋白質  23.9g 蛋白質  22g 蛋白質  23.7g 蛋白質  24.7g 蛋白質  28.4g

大根のそぼろあんかけ 里芋の含め煮 うの花炒り ツナのチリコンカーン 細切り昆布の炒め物

胡瓜の生姜醤油漬け 白菜の甘酢 小松菜のなめ茸和え いんげんの胡麻和え キャベツのゆかり和え

即席味噌汁 即席味噌汁

　　　　　　　　　

  月 火 水 木 金

柿

ご　飯 ご　飯 芋ごはん ご　飯 ご　飯
1 2 3 4 5

あじフライ 鶏肉のカレーマヨ焼 鮭のちゃんちゃん焼

献 立 表

小雪(１１月２２日)
気候が冬へと変化するときで、日が短くなったことを

実感する頃です。また雨も減り、北風が吹き始めます。

柑橘類も熟し始めおいしい頃となります。


