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【コラム】～腰は体重の影響を・・・～ 

最近、腰が重く感じます。 

立ち仕事の時間が長くなった事も影響しているのかなとおもいましたが・・・３か月前より体重が 2kg ほ

ど重くなっています。 

・・・これが原因ですね。 

腰に負担のない体重にするか、体重を支えられる筋肉をつけるか・・・ 

腰痛の皆さん、手っ取り早く治すには・・・減量ですよ！！！ 

 

 

 

  雨の多い季節になりました。 

皆様、元気にお過ごしでしょうか？ 

湿気が多くなってくると、カビが発生してお掃除も大変になりますよね。 

厨房でも掃除がしにくい場所をこまめに掃除して衛星を保っています。 

掃除も、計画的に行い変化があると気持ち良いものです。 

皆様も夏に向けて計画を立てて行動してみましょう。 

 

【管理栄養士の栄養解説】～ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★イベント情報  7/3（金）14：00～ 栄養談義 

☆惣菜セット配達 450円始めました！ 
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⑦月号 vol.⑤⑨ 

最近、流行りのﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼です。 

ローストビーフは、もも肉などの硬めの部位で

も柔らかく焼いて薄く切って食べるが特徴で

す。 

牛もも肉は、脂身が少なくたんぱく質が多い食

品です。 

丼ぶりだと不足しがちな野菜は、具沢山スープ

で補うとバランスが整います。 

👀野菜たくさんスープ+で、お

手軽バランス定食に変身☆彡 
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7/1(水) 7/2(木) 7/3(金) 7/4(土)
ささ身カツ煮 メルルーサの甘酢あんかけ 棒棒鶏 太刀魚の香味焼き

きんぴらごぼう ほうれん草の霙和え 薩摩芋のシナモン風 南瓜の煮物

味噌マヨサラダ ポテトサラダ 茄子の煮浸し ほうれん草のじゃこ和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 519kcal たんぱく質 23.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 469kcal たんぱく質 19.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 555kcal たんぱく質 22.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 460kcal たんぱく質 17.3g

脂質 18.4g 食塩相当量 1.8g 脂質 14.0g 食塩相当量 1.8g 脂質 17.8g 食塩相当量 1.8g 脂質 15.4g 食塩相当量 2.0g

その他 天丼500円

7/6(月) 7/7(火) 7/8(水) 7/9(木) 7/10(金) 7/11(土)
ささみの梅肉ｿｰｽ 豚肉と野菜の炒め物 天婦羅 豚の生姜焼き コロッケ 鮭の塩焼き

大豆とひじきの煮物 松風焼き ポテトサラダ ビーフン きんぴらごぼう 肉じゃが

白菜胡麻サラダ バンサンスウサラダ ぜんまいの煮物 ほうれん草の胡麻和え 三つ葉の胡麻酢和え ほうれん草とえのきのお浸し

ｴﾈﾙｷﾞｰ 451kcal たんぱく質 26.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 542kcal たんぱく質 22.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 538kcal たんぱく質 17.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 502kcal たんぱく質 18.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 525kcal たんぱく質 13.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 458kcal たんぱく質 23.2g

脂質 6.8g 食塩相当量 2.8g 脂質 24.0g 食塩相当量 2.1g 脂質 22.4g 食塩相当量 1.5g 脂質 20.3g 食塩相当量 2.2g 脂質 19.4g 食塩相当量 1.6g 脂質 11.3g 食塩相当量 1.9g

その他 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼５００円 うな丼500円

7/13(月) 7/14(火) 7/15(水) 7/16(木) 7/17(金) 7/18(土)
カレイの葱味噌焼き スズキのムニエル 鶏肉の霙煮 つくねの和風だれ チンジャオロース 天婦羅

千草焼き 南瓜の煮付け ほうれん草のじゃこ和え ひじきの煮物 厚焼き玉子 炒り豆腐
胡瓜とわかめの酢の物 もやしの和え物 ポテトサラダ モロヘイヤの和え物 コロコロサラダ 胡瓜の梅おかか和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ 446kcal たんぱく質 23.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 497kcal たんぱく質 21.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 456kcal たんぱく質 18.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 479kcal たんぱく質 23.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 532kcal たんぱく質 25.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 511kcal たんぱく質 22.8g

脂質 15.6g 食塩相当量 1.6g 脂質 17.3g 食塩相当量 1.8g 脂質 16.1g 食塩相当量 1.8g 脂質 13.1g 食塩相当量 2.5g 脂質 22.4g 食塩相当量 2.2g 脂質 18.7g 食塩相当量 2.4g

その他 天丼500円

7/20(月) 7/21(火) 7/22(水) 7/23(木) 7/24(金) 7/25(土)

鶏のから揚げ 鰆の味噌漬け焼き 鯖の糀漬け焼き 豚肉のピカタ カレイの味醂漬け焼き 肉団子のもち米蒸し

マリネ もやしのカレー炒め 胡瓜の酢の物 インディアンサラダ ゴーヤちゃんプル 胡瓜の酢味噌和え

薩摩芋のいとこ煮 五目煮豆 筍のツナの炒め物 切り干し大根の煮物 冬瓜のあんかけ（茄子のおかか和え ひじきの煮物

ｴﾈﾙｷﾞｰ 640kcal たんぱく質 16.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 538kcal たんぱく質 25.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 472kcal たんぱく質 17.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 555kcal たんぱく質 19.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 407kcal たんぱく質 24.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 540kcal たんぱく質 23.9g

脂質 26.6g 食塩相当量 1.5g 脂質 14.4g 食塩相当量 2.4g 脂質 20.4g 食塩相当量 1.6g 脂質 24.4g 食塩相当量 1.6g 脂質 10.3g 食塩相当量 2.5g 脂質 14.1g 食塩相当量 2.7g

その他 うな丼500円 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼５００円

7/27(月) 7/28(火) 7/29(水) 7/30(木) 7/31(金)

鰆の利休焼き 豚肉と舞茸の炒め物 ハンバーグ 鰯の生姜煮 酢豚
胡瓜酢味噌和え 青梗菜とハムの和え物 焼き茄子 胡瓜のおかか和え キャベツの塩コンブ和え

変わりきんぴら 南瓜の胡麻和え 野菜炒め ポテトサラダ 厚焼き卵
ｴﾈﾙｷﾞｰ 439kcal たんぱく質 24.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 537kcal たんぱく質 21.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 547kcal たんぱく質 21.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 544kcal たんぱく質 21.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 615kcal たんぱく質 24.8g

脂質 11.6g 食塩相当量 1.8g 脂質 20.2g 食塩相当量 2.3g 脂質 24.1g 食塩相当量 2.8g 脂質 13.5g 食塩相当量 2.5g 脂質 19.6g 食塩相当量 2.6g

その他 抹茶のﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ１５０円 天丼500円 チーズケーキ１５０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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福助弁当　【7月の献立でーす★】
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【コラム】～マイナスの栄養学～ 

不老不死、健康長寿はいつの時代も変わらぬもの。 

健康になるための食べ物を追い求めたもの 

ただ、昔とは今は違います。 

沢山の栄養を摂って寿命を延ばす時代は終わり、摂り過ぎていけないものを判断して我慢する時代にな

りました。 

まさしく『贅沢病』ですね。 子供達には、伝えていきたいです。 

 

“たもりくらぶきっちん“で検索 

 

 

 

  夏目前にしてだいぶ暑くなってきましたね。 

今年は、猛暑の予感がします♪ 

暑くなるといえば熱中症が気になります。 

どうすればいいか？ 

●汗を掻いて放熱する 

●熱くないところで過ごす 

簡単な熱中症対策３つ 

①しっかり食べる 

②しっかり飲む 

③しっかり 

 

【管理栄養士の栄養解説】～シュウマイ弁当～ 

 

 

現代人の栄養の    見どころ！                                  

① 蛋白質 

② 野菜の量 

③ 食物繊維 

 

 

 

 

★イベント情報  6/4（木）14：00～ 栄養談義 

☆電解水無料配布実施中 
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 6月号 vol.58 

きのこ・こんにゃ

くで腸が超きれ

い！ きれいなお弁当ですよね。 

シュウマイは、肉を使ってたんぱく質・

脂質を豊富に含んでいます。 

何気に、皮の部分は炭水化物なのでエネルギー

源の補給源にもなったりします。 

キャベツの和え物で野菜たっぷり摂取でき

ます。煮物には、きのこやこんにゃく

という食物繊維豊富な食材も多く使われ

ています。 

腸がきれいになりますね。 


