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 新年明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

また、新しい 1年が始まります。 

ということは、また、1年経過したということです。 

歳を重ねるごとに時間というものの価値を感じます。 

皆様が健康で『楽しい』1年になるように福助も頑張っていきます。 

 

★管理栄養士の栄養解説★  

～かき揚げ丼（単品）～ 

 

                                     

 

 

 

 

 

蛋白質→× 

脂質→〇  

炭水化物→〇  

野菜→△  

☆かき揚げ丼ですが、たんぱく質が足りません。 

海老やイカ・野菜など入っていてバランスがとれているように感じますが多くはありません。 

揚げてあるので満足感はあります。 

1品では、充足が難しいので 

卵焼きや牛乳を 1品追加  →  たんぱく質をプラス 

お浸しなど茹で野菜を 1品追加  →  野菜をプラス 

食べてはいけない料理はありません。 

『足し算』 か 『引き算』 を上手にしてバランスの良い食事を心掛けましょう 

★イベント情報  1/16（木）栄養談義 14：00～15：00 

 
 

 

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

      054-269-6683  

      fukusuke6683@gmail.com 

栄養便り 1月号 vol.53 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%A6%8F%E5%8A%A9/@34.9551141,138.3855467,17.77z/data=!4m5!3m4!1s0x601a49c2519a4da1:0xf0ea2114678cc267!8m2!3d34.9553329!4d138.3876578?hl=ja
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ご予約は、

お電話・ラ

インにて！

当 日 で も

可！ 

 

1/6(月) 1/7(火) 1/8(水) 1/9(木) 1/10(金) 1/11(土)

真鯛の塩焼き 松風焼き ささみの梅肉ｿｰｽ 棒棒鶏 鰯の蒲焼き 豚肉の野菜炒め

肉じゃが ふろふき大根 大豆とひじきの煮物 薩摩芋のシナモン風 ポテトサラダ 焼きビーフン

紅白なます 小松菜の胡麻和え みかん入りサラダ ブロッコリーのサラダ ぜんまいの煮物 ほうれん草の胡麻和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 519kcal たんぱく質 25.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 454kcal たんぱく質 21.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 425kcal たんぱく質 26.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 630kcal たんぱく質 22.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 480kcal たんぱく質 19.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 513kcal たんぱく質 22.2g

脂質 15.1g 食塩相当量 1.9g 脂質 12.3g 食塩相当量 2.8g 脂質 6.8g 食塩相当量 2.8g 脂質 25.7g 食塩相当量 1.6g 脂質 16.8g 食塩相当量 1.9g 脂質 20.3g 食塩相当量 2.0g

その他 鰻丼販売500円！

1/13(月) 1/14(火) 1/15(水) 1/16(木) 1/17(金) 1/18(土)

コロッケ 太刀魚の塩焼き カレイの葱味噌焼き 鶏肉の霙煮 スズキのオイスター炒め 鶏肉のマスタード焼き

わけぎのぬた 牛肉と干瓢の煮物 もやしのカレー炒め ほうれん草のじゃこ和え 南瓜の煮付け ひじきの煮物

野菜炒め ほうれん草とえのきのお浸し 胡瓜の酢味噌和え ポテトサラダ もやしの和え物 カリフラワーのクリーム煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ 559kcal たんぱく質 23.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 479kcal たんぱく質 19.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 433kcal たんぱく質 25.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 456kcal たんぱく質 18.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 398kcal たんぱく質 21.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 644kcal たんぱく質 23.1g

脂質 19.9g 食塩相当量 2.7g 脂質 20.7g 食塩相当量 2.2g 脂質 11.1g 食塩相当量 2.3g 脂質 16.1g 食塩相当量 1.8g 脂質 5.8g 食塩相当量 2.7g 脂質 29.0g 食塩相当量 2.5g

天丼販売500円！

1/20(月) 1/21(火) 1/22(水) 1/23(木) 1/24(金) 1/25(土)

鯵フライ 鰆の生姜焼き 鯖の糀漬け焼き 天麩羅盛り合わせ 親子煮 豚の生姜焼き

白菜の胡麻和え もやしのカレー炒め 肉じゃが 卯の花 小松菜とアサリのお浸し 青梗菜のおかか和え

里芋の煮付け 五目煮豆 茄子の香り漬け 胡瓜の梅おかか和え きんぴらごぼう さつまいものｼﾅﾓﾝ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 489kcal たんぱく質 20.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 465kcal たんぱく質 24.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 557kcal たんぱく質 20.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 500kcal たんぱく質 19.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 429kcal たんぱく質 17.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 530kcal たんぱく質 18.2g

脂質 14.3g 食塩相当量 1.6g 脂質 13.6g 食塩相当量 2.3g 脂質 20.5g 食塩相当量 1.9g 脂質 17.7g 食塩相当量 2.3g 脂質 12.7g 食塩相当量 1.7g 脂質 16.5g 食塩相当量 1.8g

鰻丼販売500円！

1/27(月) 1/28(火) 1/29(水) 1/30(木) 1/31(金)

鰯の生姜煮 ハンバーグ 酢豚 鮭の生姜焼き 鰆の西京焼き

胡瓜とじゃこの酢の物 切り干し大根の煮物 キャベツの塩コンブ和え じゃがいものきんぴら 大根のそぼろあんかけ

竹輪と茄子のきんぴら いんげんの胡麻和え 厚焼き卵 コールスローｻﾗﾀﾞ 小松菜の菜種和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 403kcal たんぱく質 19.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 548kcal たんぱく質 19.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 525kcal たんぱく質 23.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 430kcal たんぱく質 19.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 495kcal たんぱく質 22.1g

脂質 10.0g 食塩相当量 1.9g 脂質 23.1g 食塩相当量 2.1g 脂質 19.4g 食塩相当量 2.6g 脂質 12.5g 食塩相当量 1.8g 脂質 14.5g 食塩相当量 2.2g

天丼販売500円！

惣菜セット350円☆1月の献立でーす★
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チーズケーキ販売 


