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【コラム】かぜ薬の役割を勘違いしていませんか？ 

コロナウイルスが流行していますね？ 

薬があれば治るのに？ 

・・・治りませんよ！！ 

特に風邪などのウイルス感染は、薬で治すことは出来ま

せん。症状を抑えているだけです。 

自分の体力で治っているのです。 

咳が出る、熱が出る、鼻水が出る、これはウイルスと戦

っている最中なんです。 

栄養をしっかりとって、よく寝ることです。 

 

 

 

  

 今一番の話題といえば・・・コロナウイルスです。 

みなさん不安になっているかと思います。 

普通の風邪のレベルなのか？インフルエンザ以上の脅威なのか？ 

わからないことが恐怖ですよね？ 

いろいろな情報が出回っていますが、厚生労働省や保健所の情報を信頼して対応していくのがよいと思います。 

皆さん一人一人が気を付けることが大流行させない手段です。 

★管理栄養士の栄養解説★  

～コロッケ定食～ 

 

                                     

蛋白質→〇 

脂質→〇 

炭水化物→〇  

野菜→〇 

☆コロッケは、エネルギーは高いがたんぱく質は少なめの主菜（副菜？）です。 

じゃが芋は野菜としてのビタミン・ミネラルはありますが炭水化物が多い主食のような食材です。 

たんぱく質は少ない（1.8ｇ・・・豚ももは 20.5ｇ） 

コロッケの中に挽肉、ぬたでマグロ、汁物に卵、たんぱく質を分散して補給出来るようになっています。 

果物もついてバランスがよいです。 

全体的な塩分が高めなのが唯一気になりますね。 

味噌汁か梅干しをやめたほうが、よりバランスの良い食事になりますね★ 

★イベント情報  3/9（月）14：00～ 栄養談義 
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3/2(月) 3/3(火) 3/4(水) 3/5(木) 3/6(金) 3/7(土)
メバルの味醂漬け焼き 豚しゃぶの葱ソースかけ ニラ海老玉 スズキのムニエル フライ盛り合わせ 鰆の利休焼き

水菜のお浸し 白和え ほうれん草の霙和え 白菜のポン酢和え ブロッコリーのたらこ和え 筑前煮
厚揚げの炒め物 小松菜の菜種和え 変わりきんぴら 里芋の煮物 ひじきの煮物 白菜のじゃこ和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 509kcal たんぱく質 26.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 554kcal たんぱく質 24.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 427kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 426kcal たんぱく質 119.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 543kcal たんぱく質 21.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 508kcal たんぱく質 30.2g

脂質 18.5g 食塩相当量 2.6g 脂質 22.5g 食塩相当量 2.0g 脂質 11.9g 食塩相当量 1.9g 脂質 10.6g 食塩相当量 1.6g 脂質 19.8g 食塩相当量 2.2g 脂質 14.0g 食塩相当量 2.2g

その他 鰻丼販売500円！ ビーフ寿司丼500円！

3/9(月) 3/10(火) 3/11(水) 3/12(木) 3/13(金) 3/14(土)

スコッチエッグ 鯖の糀漬け焼き チキンピカタ 鯵フライ ポークチャップ とんかつ

南瓜ｻﾗﾀﾞ 肉じゃが マカロニサラダ 焼きビーフン 薩摩芋サラダ 南瓜の煮付け

いんげんの胡麻和え 白菜と油揚げの煮物 大根のフレーク煮 茄子の田楽 水菜のお浸し キャベツのゆかり和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 628kcal たんぱく質 21.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 593kcal たんぱく質 23.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 540kcal たんぱく質 20.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 518kcal たんぱく質 20.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 571kcal たんぱく質 23.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 651kcal たんぱく質 19.0g

脂質 32.5g 食塩相当量 2.0g 脂質 22.3g 食塩相当量 2.2g 脂質 23.6g 食塩相当量 2.1g 脂質 19.6g 食塩相当量 1.9g 脂質 21.1g 食塩相当量 2.2g 脂質 30.8g 食塩相当量 2.9g

天丼販売500円！

3/16(月) 3/17(火) 3/18(水) 3/19(木) 3/20(金) 3/21(土)

鰆の味噌漬け焼き ハンバーグ 鶏肉の蜂蜜風味（和風ミートローフ） 天ぷら盛り合わせ 鰤大根 ホッケ塩焼き

味噌マヨサラダ 干瓢の煮物 ひじきの煮物 ほうれん草のお浸し 炒り豆腐 福袋の煮物

切り干し大根の煮物 蕪と切り昆布の和え物 胡瓜とわかめの酢の物 春雨の炒め物 蕪のあちゃら漬け 薩摩芋のシナモン風

ｴﾈﾙｷﾞｰ 513kcal たんぱく質 20.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 602kcal たんぱく質 21.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 465kcal たんぱく質 22.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 531kcal たんぱく質 19.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 490kcal たんぱく質 22.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 544kcal たんぱく質 26.1g

脂質 16.3g 食塩相当量 2.0g 脂質 27.5g 食塩相当量 2.8g 脂質 12.6g 食塩相当量 1.8g 脂質 18.2g 食塩相当量 1.5g 脂質 16.5g 食塩相当量 2.1g 脂質 15.3g 食塩相当量 1.5g

菓子販売！ 鰻丼販売500円！

3/23(月) 3/24(火) 3/25(水) 3/26(木) 3/27(金) 3/28(土)
豚肉の味噌漬け焼き 鱈の味噌漬け焼き カニ玉風 鮭のちゃんちゃ焼き 鰤の香味焼き カジキの照り焼き

じゃがいものたらこ和え チンジャオロース 里芋の煮付け ほうれん草の炒め物 南瓜の煮付け がんもと小松菜の煮物

卯の花 白菜の胡麻和え コールスローサラダ 大根のうすくず煮 変わりきんぴら 五目膾
ｴﾈﾙｷﾞｰ 647kcal たんぱく質 24.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 483kcal たんぱく質 29.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 497kcal たんぱく質 18.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 403kcal たんぱく質 25.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 554kcal たんぱく質 22.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 487kcal たんぱく質 22.7g

脂質 31.2g 食塩相当量 1.9g 脂質 14.1g 食塩相当量 2.3g 脂質 15.4g 食塩相当量 3.3g 脂質 7.1g 食塩相当量 2.3g 脂質 21.2g 食塩相当量 1.7g 脂質 17.0g 食塩相当量 2.0g

ビーフ寿司丼500円！ 天丼販売500円！

3/30(月) 3/31(火)

鯵フライ 豚肉の炒め物

白菜の胡麻和え スペイン風オムレツ

五目煮豆 味噌マヨサラダ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 512kcal たんぱく質 16.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 586kcal たんぱく質 24.7g

脂質 21.1g 食塩相当量 2.2g 脂質 25.7g 食塩相当量 2.5g

惣菜セット350円☆3月の献立でーす★
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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。

📩fukusuke6683@gmail.com

☎054-269-6683
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駿河区中原493-1

福助弁当 公式

☟ ☟ ☟


