
ｴﾈﾙｷﾞｰ  607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  506kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  636kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  539kcal

脂質    21.3g 脂質    14.2g 脂質    28.4g 脂質    20.3g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  569kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  506kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  526kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  464kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  661kcal

脂質    14.9g 脂質    15.3g 脂質    18.5g 脂質    9.3g 脂質    24.7g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  633kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  580kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  508kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  529kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  682kcal

脂質    30.7g 脂質    22.2g 脂質    16.3g 脂質    14.4g 脂質    28.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  734kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  632kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  654kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  520kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  557kcal

脂質    34.6g 脂質    29.4g 脂質    26.9g 脂質    15.8g 脂質    16.2g

.

ｴﾈﾙｷﾞｰ  539kcal

脂質    20.5g

＊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 豆ご飯 ご　飯
1 2 3 4

ハンバーグﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽかけ 西京焼き すき焼き 鯖のもろみ漬け

ポトフ 豚肉とごぼうの炒め物 里芋の柚子あんかけ 筑前煮
ガーリックツナパスタ 南瓜の含煮 なすのみそ田楽 海藻サラダ
人参とﾚｰｽﾞﾝのマリネ 小松菜の胡麻和え 胡瓜の生姜醤油漬け 白菜のなめ茸和え

7 8 9 10

即席味噌汁
蛋白質  21.5g 蛋白質  21.9g 蛋白質  19.7g 蛋白質  20.4g

11

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 散らし寿司

食塩    2.9g 食塩    3g 食塩    3.4g 食塩    3.1g

とんかつ 鰆の梅焼き 鶏団子のｽｰﾌﾟ煮 煮　魚 豚肉の生姜焼
野菜の中華炒め いこみこうや なすと桜えびの味噌炒め がんもの煮物 野菜の炊き合わせ

即席味噌汁

さつま芋の煮物 ブロッコリーとベーコンのソテー 春雨サラダ さつま揚げの炒め物 いんげんとジャコの炒め物

ｾﾛﾘと胡瓜のマリネ 小松菜の土佐和え ほうれん草のお浸し 白菜とわかめの甘酢あえ 小松菜の磯和え

みかん

食塩    2.8g 食塩    2.9g 食塩    3g 食塩    3.3g

即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁 即席味噌汁

食塩    3.2g

14 15 16 17 18

蛋白質  21.2g 蛋白質  27.4g 蛋白質  16.9g 蛋白質  25.4g 蛋白質  22.2g

ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯 ご　飯
太刀魚の唐揚げ 黒酢あんかけ 鶏肉のﾊﾆｰﾏｽﾀｰﾄﾞ焼 鮭の塩焼き 八宝菜 さわらのバジルオイル焼

ウィンナーソテー 白菜のツナ煮 車麩の煮物 かにしゅうまい チリコンカーン
切干し大根の煮付け 南瓜サラダ 豚バラと野菜の炒め物 白滝の有馬煮 さつま芋のオレンジ煮

かぶの浅漬 セロリと人参のピクルス キャベツのゆかり和え 小松菜のナムル ほうれん草のくるみサラダ

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    3.3g 食塩    3.4g 食塩    2.7g 食塩    3.7g 食塩    2.8g

蛋白質  21.3g 蛋白質  21.3g 蛋白質  28.2g 蛋白質  23.4g 蛋白質  27.2g

21 22 23 24 25

ご　飯 ご　飯 五目ご飯 ご　飯 ご　飯

ビーフン炒め

漬　物 いちご

ビーフカレー さばの幽庵焼き メンチカツ 白身魚のｷﾉｺあんかけ 鶏肉と野菜のオイスター炒め

蓮根とｷﾉｺのｶﾞｰﾘｯｸ炒め 卵とじ 里芋とﾍﾞｰｺﾝのﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き 細切り昆布の炒め物 ｿﾌﾄいなりの煮物

胡瓜の浅漬

蛋白質  19.1g 蛋白質  23.4g 蛋白質  19.1g 蛋白質  25.9g

コールスローサラダ ポテトサラダ ぜんまいの煮付け 青梗菜の煮浸し
フルーツヨーグルト 人参ともやしの胡麻和え おくらの和え物 かぶの酢の物

蛋白質  29.6g

食塩    3.6g 食塩    3.1g 食塩    3.5g 食塩    3.1g 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

28

ご飯

かき揚げ
ひじきの五目煮
豚コマとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物

キャベツ土佐和え

食塩    2.6g

即席味噌汁
蛋白質  17.1g

献 立 表

雨水(2月19日頃)
陽気も暖かくなりはじめ、氷が溶けて水になる、という意味。

本格的な春の訪れにはまだ遠く、大雪が降ったりもします。三

寒四温を繰り返しながら、春に向かっていきます。 日中の寒

暖の差が出てくる頃ですので体調管理に気を付けましょう。


