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2019年度 10大ニュース！ 

１、平成から令和へ 

２、チーズケーキの配合見直し（笑） 

３、天丼・うな丼５００円販売開始 

４、地域ケア会議参加 

５、2020 年より食事摂取基準改定 

・・・１０個もこの紙面では書けません。詳し

くは、ツイッターで！！ 

 

 

 

  

 寒い。 

 季節の変わり目は、辛いものです。 

真冬の暖かい日より、12月の寒い日のほうが寒く感じるのは自分だけではないはず。 

やっぱ、準備が足りないんでしょうね。 

早めに新年の準備もしておかないとです。 

インフルエンザなど流行り出しますのでお体に気を付けてお過ごしください。 

 

★福助弁当栄養解説★  

 

                                     

 

 

 

 

 

蛋白質→〇 ・・・鯖 

脂質→〇 ・・・鯖の油、鶏肉の油 

炭水化物→〇 ・・・ご飯 

野菜→〇 ・・・胡瓜、人参、ごぼう、たけのこ、人参 etc 

カルシウム→〇 ・・・シラス（少ないですが） 

 

★イベント情報  12/10（火）薬剤師講話 14：00～15：00 

 

〈コラム〉 認知症によいとされる栄養素は？ 

先日、認知症にはビタミン B６と B12がよいと聞きました。わかります？ 

・・・ 

動物性食品に多く含まれます。 

どのくらいとればよいか？ 

・・・ 

管理栄養士の立場から申しますと、 

『栄養失調にならない』 

これが唯一確からしい認知症予防の情報です。 

むずかしい・・・ 

                                         デイサービス福助 管理栄養士：田森  

      054-269-6683  

      fukusuke6683@gmail.com 
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12/2(月) 12/3(火) 12/4(水) 12/5(木) 12/6(金) 12/7(土)

ニラ海老玉 豚肉とまいたけのくわ焼き 他人煮 メバルの味醂漬け焼き 鯖の糀漬け焼き 青椒肉絲

ほうれん草の霙和え炒り豆腐 オーロラサラダ 水菜のお浸し 肉じゃが ほうれん草のお浸し

変わりきんぴら 白菜のゆかり和え 南瓜の胡麻和え 厚揚げの炒め物 白菜と油揚げの和え物 薩摩芋の甘煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ 427kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 480kcal たんぱく質 20.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 537kcal たんぱく質 20.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 530kcal たんぱく質 30.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 592kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 445kcal たんぱく質 19.3g

脂質 11.9g 食塩相当量 1.9g 脂質 18.1g 食塩相当量 3.1g 脂質 19.6g 食塩相当量 1.7g 脂質 19.2g 食塩相当量 2.6g 脂質 24.1g 食塩相当量 2.3g 脂質 9.0g 食塩相当量 2.2g

その他 天丼販売！500円

12/9(月) 12/10(火) 12/11(水) 12/12(木) 12/13(金) 12/14(土)

鰆の利休焼き ポークチャップ まぐろの味噌マヨ焼き チキンカツ シイラのフライ 鶏の南蛮漬け

筑前煮 小海老のサラダ 白和え マカロニサラダ 焼きビーフン 里芋のゆず味噌かけ

白菜のじゃこ和え 大学芋 いんげんの胡麻和え 大根のフレーク煮 茄子の田楽 野菜炒め

ｴﾈﾙｷﾞｰ 503kcal たんぱく質 28.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 607kcal たんぱく質 22.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 467kcal たんぱく質 21.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 673kcal たんぱく質 20.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 552kcal たんぱく質 21.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 579kcal たんぱく質 20.5g

脂質 14.2g 食塩相当量 2.2g 脂質 21.1g 食塩相当量 1.7g 脂質 14.7g 食塩相当量 1.9g 脂質 33.9g 食塩相当量 2.7g 脂質 22.7g 食塩相当量 2.3g 脂質 24.7g 食塩相当量 2.7g

鰻丼販売500円！ ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ販売

12/16(月) 12/17(火) 12/18(水) 12/19(木) 12/20(金) 12/21(土)

とんかつ 鰆の西京焼き 豚肉の味噌漬け焼き カジキの香味焼き カニ玉風 魚ハンバーグ

薩摩芋のシナモン じゃがいものたらこ和え中華サラダ たけのこの煮物 里芋の煮付け 干瓢の煮物

水菜のお浸し 切り干し大根の煮物 グラタン 大学芋 ほうれん草の炒め物 蕪と切り昆布の和え物

ｴﾈﾙｷﾞｰ 696kcal たんぱく質 21.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 546kcal たんぱく質 21.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 760kcal たんぱく質 26.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 487kcal たんぱく質 18.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 473kcal たんぱく質 19.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 561kcal たんぱく質 17.3g

脂質 30.6g 食塩相当量 2.0g 脂質 17.9g 食塩相当量 2.0g 脂質 34.6g 食塩相当量 2.6g 脂質 11.9g 食塩相当量 1.6g 脂質 13.5g 食塩相当量 3.6g 脂質 24.6g 食塩相当量 2.6g

天丼販売500円！

12/23(月) 12/24(火) 12/25(水) 12/26(木) 12/27(金) 12/28(土)

太刀魚の香味焼き 鶏肉の照り焼き 鰤大根 豚しゃぶのゴマだれ 鰈の粕漬け焼き 鮭のちゃんちゃ焼き

南瓜の煮物 グラタン 卯の花 オーロラサラダ 肉じゃが 小松菜の胡麻和え

ほうれん草のじゃこ和え ポテトサラダ 蕪の和え物 茄子のきんぴら 炒り豆腐 ミニそば

ｴﾈﾙｷﾞｰ 460kcal たんぱく質 17.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 674kcal たんぱく質 24.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 508kcal たんぱく質 22.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 618kcal たんぱく質 23.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 496kcal たんぱく質 25.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 497kcal たんぱく質 21.4g

脂質 15.4g 食塩相当量 2.0g 脂質 31.5g 食塩相当量 2.9g 脂質 17.9g 食塩相当量 2.1g 脂質 30.4ｇ 食塩相当量 2.4g 脂質 12.0g 食塩相当量 2.4g 脂質 9.4g 食塩相当量 3.2g

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ販売500円！ 鰻丼販売500円！

12/30(月) 12/31(火)

📩fukusuke6683@gmail.com

☎054-269-6683
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※エネルギー量は、米飯100gで計算しております。

※消費期限は、当日の19：00までとなっておりますのでお早めにお召し上がりください。
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惣菜セット350円☆12月の献立でーす★
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