
月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

筑前煮、はるさめの中華酢の物

ほか

れんこんのきんぴら、こんにゃく
とパプリカの酢味噌和え、たくあ
ん和え ほか

若竹煮、ほうれん草ともやしのソ
テー、マカロニサラダ
ほか

麻婆なす、きゅうりのわさび醤油
和え
ほか

630kcal た22.5g 塩2.2g 592kcal た20.9g 塩1.8g 580kcal た20.9g 塩2.6g 665kcal た24.1g 塩1.6g

6 7 8 9 10 11

かぼちゃの煮物、きゅうりの塩こ
んぶ和え
ほか

なすの揚出し、千切大根の梅ハリ
ハリ
ほか

キャベツのペペロンチーノ、椎茸
と筍の中華煮、もやしの中華酢の
物 ほか

にんじんのレモングラッセ、ほう
れん草のナムル、大根サラダ
ほか

ゆで卵、厚揚げのあんかけ、ピク
ルス風
ほか

大根おろし、肉じゃが、揚げごぼ
うの甘辛和え
ほか

628kcal た25.5g 塩1.9g 699kcal た26.1g 塩1.8g 663kcal た20.3g 塩2.3g 640kcal た22.4g 塩1.7g 622kcal た27.1g 塩2.5g 620kcal た22.6g 塩2.9g

13 14 15 16 17 18

麻婆春雨、青菜のツナマヨ和え

ほか

大根の田楽、洋風卵焼き、ひじき
の煮物
ほか

マカロニのケチャップ炒め、さつ
まいものバターしょうゆ、ほうれ
ん草とキャベツのごま和え ほか

高野豆腐と野菜の炊き合せ、薄揚
げとわかめのわさびじょうゆ和え
ほか

焼きビーフン、みかん寒

ほか

ゆで卵、にんじんの土佐和え、
きゅうりの中華酢あえ、白菜のか
いわれ菜のピーナッツ和え ほか

722kcal た25.1g 塩2.7 g 689kcal た22.0g 塩2.2g 678kcal た22.6g 塩1.6g 590kcal た26.4g 塩2.4g 695kcal た23.8g 塩2.9g 633kcal た23.6g 塩2.4g

20 21 22 23 24 25

小松菜とひき肉の炒め物、千切大
根のケチャップ煮、豆もやしのナ
ムル ほか

なすの生姜しょうゆ和え、にんじ
んのきんぴら、かぼちゃとブロッ
コリーサラダ ほか

エリンギとしめじのソテー、だし
巻き、オクラと長芋のおかか和え
ほか

厚揚げといんげんのみそ炒め、卯
の花
ほか

ペンネミートソースかけ、きゅう
りとみょうがの酢の物
ほか

ゆで卵、かぼちゃの素揚げ、筍の
ピリ辛炒め、もやしの梅肉和え
ほか

696kcal た25.8g 塩1.9g 679kcal た22.2g 塩1.7g 648kcal た26.1g 塩2.3g 686kcal た27.0g 塩1.9g 674kcal た28.3g 塩2.4g 678kcal た25.4g 塩2.3g

27 28 29 30

卵焼きの中華野菜あんかけ、コン
ニャクの甘辛煮、ほうれん草の浸
し ほか

フレンチポテトのオイマヨサラダ、
ピーマンのソテー、コーンのスー
プ煮 ほか

かぼちゃの素揚げ、鶏手羽とじゃ
がいもの旨煮、大根のなめたけ和
え ほか

高野豆腐と根菜の煮物、和風人参
サラダ
ほか

587kcal た23.5g 塩2.3g 672kcal た20.5g 塩2.0g 644kcal た19.9g 塩1.7g 701kcal た36.7g 塩2.0g

営業日 ：月～土／日祝休

営業時間：11:00 ～ 14:00

ランチ ：11:30 ～ 弁当販売：11:00 ～

予約受付：9:00 ～ 弁当配達：10:30 ～ 12:00

(送料・税込)1個 円

仕
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れ
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。

WEBサイト

6/30

チキン南蛮(ﾀﾙﾀﾙ添え)

6/16

赤魚の煮付け

2022. 6



槇塚台レストランって？

堺市の近隣センター活性化事業の第1号店として、

槇塚台近隣センター内にレストランが誕生しまし

た。平成２３年５月に弁当の販売でスタートした

私たちですが、少しずつ活動内容を充実させてき

ました。現在では、店舗内の会食スペースで定食

を食べていただける他、夜は居酒屋としても営業

しています。また、こども食堂や農芸高校のス

イーツ販売など、いろいろな団体に活躍の場を提

供することで、地域の活性化に貢献しています。

免疫力を高めるNo4 ～体力を落とさない～

暑い日が続き、これから夏本番ですね。今回は“体力を落さな

い”がテーマです。感染症の細菌やウイルスへの抵抗力がどのく

らいあるかということです。現在、炭水化物抜きダイエットやグ

ルテンフリーなどいろいろな食べ方が流行していますが、炭水化

物やグルテン（たんぱく質の一種）は私たちにとって大切な栄養

素です。安易な気持ちで、食べないことが続くと体力がなくなり

ます。体力がないと、抵抗力が低くなり感染する恐れがあります。

毎食ごはんをしっかり食べ、おかずとして肉や魚などのたんぱく

質食品と野菜料理がそろった食事をこころがけましょう。

講 座 曜 日 時 間

卓球 毎週月・土曜 13時30～15時30

骨盤体操 毎週火曜 13時～14時

ウクレレ 毎週火曜 10時～12時

スポーツ麻雀 毎週水曜 12時30～16時40

木彫り 第１、３水曜 10時～12時

健康麻雀 毎週木曜 12時～17時

麻雀クラブ 毎週金曜 12時30～15時30

※受講ご希望の方は主宰者に直接お申し込みください。

※日時など都合により変更になる場合があります。

レンタルスペースの活動

様々な文化活動を行っています。

周辺地図

居酒屋営業は18:00～21:00（予約受付17:00～）

地域の見守り役


