
5/1(金) 5/2(土)
鶏肉のパン粉焼き 鶏ひき肉のマヨ焼き

ポテトサラダ 竹輪の胡麻和え

切り干し大根の煮物 南瓜の金平

ｴﾈﾙｷﾞｰ 666kcal たんぱく質 21.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 546kcal たんぱく質 21.6g

脂質 31.8g 食塩相当量 2.8g 脂質 22.4g 食塩相当量 1.8g

その他

5/4(月) 5/5(火) 5/6(水) 5/7(木) 5/8(金) 5/9(土)
鯖のおろし煮 豚肉の柳川風 鰤の照り焼き おろしﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ スズキのアクアパッサァ 牛肉のにんにく炒め

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 ほうれん草の胡麻和え 切干大根の煮物

卯の花炒り煮 里芋の味噌かけ 胡瓜の酢味噌和え 青梗菜とﾊﾑの卵とじ 南瓜ｻﾗﾀﾞ 白菜の胡麻和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 501kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 459kcal たんぱく質 27.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 571kcal たんぱく質 22.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 446kcal たんぱく質 23.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 524kcal たんぱく質 18.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 561kcal たんぱく質 19.5g

脂質 14.8g 食塩相当量 2.3g 脂質 6.9g 食塩相当量 2.8g 脂質 25.8g 食塩相当量 2.1g 脂質 10.3g 食塩相当量 2.2g 脂質 22.4g 食塩相当量 2.0g 脂質 21.5g 食塩相当量 1.9g

その他 天丼販売500円

5/11(月) 5/12(火) 5/13(水) 5/14(木) 5/15(金) 5/16(土)
豚肉と大根の煮物 金目鯛の煮付け 鮭のムニエル 鯖の塩焼き しゅうまい カジキの和風ｿﾃｰ

茄子と竹輪のきんぴら ポテトサラダ トマトサラダ 麻婆茄子 里芋の煮付け 高野豆腐の煮物

薩摩芋の胡麻和え 春雨の炒め物 ビーフン炒め 胡瓜の酢の物 ｷｬﾍﾞﾂとツナのサッと煮 インディアンサラダ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 526kcal たんぱく質 23.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 470kcal たんぱく質 21.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 411kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 456kcal たんぱく質 18.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 403kcal たんぱく質 18.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 537kcal たんぱく質 23.6g

脂質 21.3g 食塩相当量 2.3g 脂質 18.9g 食塩相当量 2.0g 脂質 9.2g 食塩相当量 2.8g 脂質 16.1g 食塩相当量 1.8g 脂質 9.9g 食塩相当量 1.7g 脂質 19.2g 食塩相当量 2.5g

その他 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼500円 うな丼販売500円

5/18(月) 5/19(火) 5/20(水) 5/21(木) 5/22(金) 5/23(土)
鶏肉のもろみ焼き チンジャオロース 鰯の蒲焼き 回鍋肉 鶏肉のピカタ メバルの煮漬け

ほうれん草の炒め物 胡瓜とじゃこの酢の物 大根と鶏肉煮物 ポテトサラダ 胡瓜の酢の物 里芋の胡麻味噌煮

ぬた 薩摩芋のいとこ煮 小松菜の辛し和え ごぼう肉巻き ブロッコリーの胡麻和え キャベツの炒め物

ｴﾈﾙｷﾞｰ 511kcal たんぱく質 22.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 551kcal たんぱく質 21.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 471kcal たんぱく質 22.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 439kcal たんぱく質 18.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 530kcal たんぱく質 18.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 573kcal たんぱく質 18.5g

脂質 18.7g 食塩相当量 2.4g 脂質 22.3g 食塩相当量 2.5g 脂質 7.5g 食塩相当量 1.8g 脂質 14.0g 食塩相当量 1.9g 脂質 16.5g 食塩相当量 1.8g 脂質 15.3g 食塩相当量 2.1g

その他 無花果ヨーグルトケーキ150円 天丼販売500円 抹茶のﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ150円

5/25(月) 5/26(火) 5/27(水) 5/28(木) 5/29(金) 5/30(土)

鯵の南蛮漬け 鮭の粕漬け焼き 鶏肉の糀漬け焼き ニラ海老玉 鯖の味噌漬け焼き 豚しゃぶの葱ｿｰｽかけ

蓮根の煮物 肉じゃが 千草焼き ほうれん草の霙和え かぼちゃの煮付け 白和え
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 変わりきんぴら 胡瓜とかにカマのマヨ和え 薩摩芋のシナモン風

ｴﾈﾙｷﾞｰ 518kcal たんぱく質 20.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 519kcal たんぱく質 18.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 536kcal たんぱく質 20.6g 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 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495kcal たんぱく質 22.3g

脂質 21.5g 食塩相当量 3.0g 脂質 15.4g 食塩相当量 2.4g 脂質 15.4g 食塩相当量 2.4g 脂質 14.5g 食塩相当量 2.2g 脂質 14.5g 食塩相当量 2.3g 脂質 14.5g 食塩相当量 2.4g

その他 ｶﾞﾄｰｼｮｺﾗ150円 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼500円 チーズケーキ150円 うな丼販売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
駿河区中原493-1
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3/2(月)

福助弁当　【5月の献立でーす★】
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・白米50円♪



・惣菜セット350円
・白米50円♪ ●販売時間15：00～18：00






