
1 

【コラム】健康のコツ 

高齢になって身体の動きが悪くなると他人に頼ること

が多くなってくると思います。 

『やって！』という言葉が口癖になっていませんか？ 

リハビリに取り組んだり、ジムで体を動かしたりしてい

ても、生活の中で自分のことを自分でやらなければ全く

意味がありませんよ。 

『自分のことは自分でせにゃいかん。甘えちゃいけませ

ぇん』 蟹江ぎん 

 

 

 

  

 いよいよ寒さがきつくなりました。 

と、書きたい季節ですが、今年は非常に暖かいです。 

桜が、２月に咲いてしまわないか心配です（笑） 

暖冬が、食料の生育に影響が無ければ良いですが・・・。 

★管理栄養士の栄養解説★  

～天ぷら定食～ 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

蛋白質→〇 

脂質→〇 

炭水化物→〇  

野菜→〇 

☆まず主食に、ご飯があり炭水化物をしっかりと確保しています。 

天婦羅で植物性油を補給しています。 

鯵・海老・高野豆腐をたんぱく質も最高級！野菜は、具沢山味噌汁でバッチリ！ 

フルーツもプラス！ 

完璧に近い定食ですよ。 

塩分がやや多めなので、気になる方は味噌汁をやめてはどうでしょう☆彡 

★イベント情報  2/7（金）栄養談義 14：00～15：00 
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2/1(土)

鶏ひき肉のマヨ焼き

竹輪の胡麻和え

南瓜の金平

ｴﾈﾙｷﾞｰ 513kcal たんぱく質 22.2g

脂質 20.3g 食塩相当量 2.0g

その他

2/3(月) 2/4(火) 2/5(水) 2/6(木) 2/7(金) 2/8(土)

鶏肉のパン粉焼き 鯖のおろし煮 豚の生姜焼き 鰤の照り焼き おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ カレイの磯辺焼き

いんげんのおかか和え ブロッコリーのたらこ和え 温野菜サラダ 肉じゃが 南瓜の胡麻和え ほうれん草とえのきのお浸し

切り干し大根の煮物 卯の花炒り煮 里芋の柚子みそかけ 胡瓜の酢味噌和え 青梗菜とﾊﾑの卵とじ 南瓜ｻﾗﾀﾞ

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

恵方巻販売２００円！ ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼500円！ 天丼販売500円！

2/10(月) 2/11(火) 2/12(水) 2/13(木) 2/14(金) 2/15(土)

牛肉のにんにく炒め 豚肉の梅肉ソース 鮭のムニエル 金目鯛の煮付け 鯖の塩焼き 青椒肉絲

切干大根の煮物 焼き茄子 こんにゃくのきんぴら 大学芋 きんぴらごぼう 里芋の煮付け

春菊の胡麻和え 薩摩芋のピーナッツバター和え ビーフン炒め 春雨サラダ 胡瓜の酢の物 キャベツのおかか和え

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！

2/17(月) 2/18(火) 2/19(水) 2/20(木) 2/21(金) 2/22(土)

カジキの梅肉焼き 鶏肉のもろみ焼き 餃子 鰯の利休焼き 野菜の肉巻き煮物 回鍋肉

切り干し大根の煮物 野菜炒め 胡瓜とツナの酢の物 大根と鶏肉の煮物 サツマイモサラダ 茄子の酢の物

インディアンサラダ ぬた 薩摩芋のいとこ煮 小松菜の辛し和え 胡瓜とじゃこの酢の物 ブロッコリーの胡麻和え

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 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495kcal たんぱく質 22.2g

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 脂質 14.5g 食塩相当量 2.3g

菓子販売150円 天丼販売500円！

2/24(月) 2/25(火) 2/26(水) 2/27(木) 2/28(金) 2/29(土)

メバルの煮漬け 鯵の南蛮漬け 鮭の粕漬け焼き 鶏肉の糀漬け焼き 鯖の味噌煮 豚しゃぶの葱ｿｰｽかけ

里芋の胡麻味噌煮 蓮根の煮物 肉じゃが 千草焼き 南瓜の胡麻和え 白和え

もやしのカレー炒め じゃが芋のたらこ和え 小松菜の昆布茶和え 白菜と油揚げの和え物 胡瓜とカニカマの酢の物 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 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495kcal たんぱく質 22.2g

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 脂質 14.5g 食塩相当量 2.3g

鰻丼販売500円！
※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。

📩fukusuke6683@gmail.com

☎054-269-6683

惣菜セット350円☆2月の献立でーす★
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