
6/1(月) 6/2(火) 6/3(水) 6/4(木) 6/5(金) 6/6(土)

他人煮 天婦羅 酢鶏 メバルの味醂漬け焼き 豚の生姜焼き 鰆の利休焼き

オーロラサラダ ブロッコリーのたらこ和え 白菜の胡麻和え 水菜のお浸し 南瓜ｻﾗﾀﾞ 筑前煮
小松菜と油揚げのお浸し ひじきの煮物 里芋の煮物 厚揚げの炒め物 いんげんの胡麻和え 白菜のじゃこ和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 510kcal たんぱく質 21.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 538kcal たんぱく質 18.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 521kcal たんぱく質 19.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 518kcal たんぱく質 28.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 556kcal たんぱく質 18.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 503kcal たんぱく質 28.6g

脂質 20.8g 食塩相当量 1.8g 脂質 21.0g 食塩相当量 1.7g 脂質 13.8g 食塩相当量 2.3g 脂質 18.7g 食塩相当量 2.2g 脂質 24.8g 食塩相当量 2.4g 脂質 14.2g 食塩相当量 2.2g

その他 天丼500円

6/8(月) 6/9(火) 6/10(水) 6/11(木) 6/12(金) 6/13(土)
鯖の糀漬け焼き チキンカツ 鯵の梅肉煮 ポークチャップ 鰆の味噌漬け焼き とんかつ

肉じゃが マカロニサラダ 焼きビーフン 南瓜サラダ 味噌マヨサラダ ふろふき大根

白菜の酢醤油和え 大根のフレーク煮 茄子の田楽 きんぴらごぼう 切り干し大根の煮物 水菜のお浸し

ｴﾈﾙｷﾞｰ 568kcal たんぱく質 21.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 673kcal たんぱく質 20.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 427kcal たんぱく質 18.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 561kcal たんぱく質 18.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 513kcal たんぱく質 20.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 652kcal たんぱく質 22.1g

脂質 21.2g 食塩相当量 2.2g 脂質 33.9g 食塩相当量 2.7g 脂質 12.6g 食塩相当量 3.7g 脂質 22.7g 食塩相当量 2.3g 脂質 16.3g 食塩相当量 2.0g 脂質 31.0g 食塩相当量 3.1g

その他 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼５００円 うな丼５００円

6/15(月) 6/16(火) 6/17(水) 6/18(木) 6/19(金) 6/20(土)
魚ハンバーグ 鶏肉の蜂蜜風味 鱈の粕漬け焼き シイラのフライ ホッケ塩焼き 豚肉と野菜の炒め物

ほうれん草炒め ひじきの煮物 麻婆茄子 カリフラワーのグラタン 福袋の煮物 じゃがいものたらこ和え

茄子の酢の物 胡瓜とわかめの酢の物 大根ととびっこの酢の物 白菜の酢の物 ほうれん草のじゃこ和え 卯の花
ｴﾈﾙｷﾞｰ 460kcal たんぱく質 18.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 419kcal たんぱく質 18.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 40.1kcal たんぱく質 17.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 617kcal たんぱく質 25.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 470kcal たんぱく質 27.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 579kcal たんぱく質 21.8g

脂質 15.1g 食塩相当量 2.1g 脂質 10.8g 食塩相当量 2.2g 脂質 9.6g 食塩相当量 1.8g 脂質 28.2g 食塩相当量 2.5g 脂質 15.5g 食塩相当量 2.0g 脂質 24.1g 食塩相当量 2.2g

その他 天丼500円

6/22(月) 6/23(火) 6/24(水) 6/25(木) 6/26(金) 6/27(土)
ｶﾚｲの菜種焼き カニ玉風 鮭のちゃんちゃ焼き 鶏肉のピカタ カジキの照り焼き 鯵フライ

たけのこの煮物 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 白菜の胡麻和え

白菜の胡麻和え 小松菜のお浸し 大根と豚肉の煮物 炒り豆腐 大根ととびっこの酢の物 五目煮豆
ｴﾈﾙｷﾞｰ 403kcal たんぱく質 21.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 442kcal たんぱく質 18.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 418kcal たんぱく質 24.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 561kcal たんぱく質 22.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 474kcal たんぱく質 22.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 524kcal たんぱく質 24.1g

脂質 9.8g 食塩相当量 2.2g 脂質 10.0g 食塩相当量 3.2g 脂質 9.5g 食塩相当量 2.5g 脂質 15.9g 食塩相当量 1.9g 脂質 15.9g 食塩相当量 1.9g 脂質 17.1g 食塩相当量 1.7g

その他 うな丼５００円 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼５００円 チーズケーキ１５０円

6/29(月) 6/30(火)
豆腐ハンバーグ 鮭の塩焼き

オーロラサラダ 水菜のお浸し

胡瓜の霙和え 春雨の炒め物

ｴﾈﾙｷﾞｰ 531kcal たんぱく質 21.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 440kcal たんぱく質 22.8g

脂質 22.7g 食塩相当量 2.5g 脂質 8.6g 食塩相当量 2.0g

その他 かつ丼５００円

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

麦飯野菜炒めカレー丼 麦飯酢鶏丼 麦飯麻婆野菜丼 麦飯中華丼 麦飯回鍋肉丼
昼丼メニュー

※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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福助弁当　【6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






