
霧が丘デポー 日程表 2020 年 4 月 

＊物流の意都合や天候事情のため、入荷予定が変更する場合があります。ご了承ください。 

イベント情報 月 火 水 木 金 土 日 

お魚取り組み情報 鮮魚の日 鮮魚の日  干物の日 紅鮭の日 鮮魚の日 鮮魚の日 

パンの取り組み情報 デニッシュハウス オルタフーズ  
オルタフーズ 

食パン 10%引き 
オルタフーズ あこべる 

あこべる 

香粉（14:00 入荷予定） 

  夕市 15:00～     
ポイント 2倍 

鶏卵 5％引き 

レンジで冷食フェア 

 鶏ごぼうご飯、一口ハッシュポテト 5%引き 

 蒸し焼きそば 2袋で 5%引き 

 

♪友人紹介キャンペーン実施中♪ 

 デポー来所であなたとお友達に 

  お買物券 500円プレゼント 

 

１ ２ ３ ４ ５ 

 まぐろブツ量り売り 

ブロック肉量り売り 

紅鮭お買得     

 

ほうきね牛 

  

 

新学期お弁当フェア 

 鶏ごぼうご飯、一口ハッシュポテト 

ポークウィンナー2種、醤油たくあん 5%引き 

泰山食品フェア 

 漬け魚 各種 5%引き 

 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 
    

              

 

  

お寿司の日 
 予約が 

 お得！ 

閉所 
黒豚 

 

紅鮭お買得  
 

 

 お刺身盛り合せ 
予約が 

お得！ 

 

春野菜のサラダフェア 

 ポン酢醤油、焼肉のたれ、平飼たまご 

 秋川牧園ヨーグルト 5%引き 

丹精國鶏フェア 

 鶏肉（冷凍除く）全品 5%引き 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 
  閉所    

  
 
 
 
ブロック肉量り売り 

 

 
 

紅鮭お買得 

    ほうきね牛 
    挽肉量り売り 

あるれのパン 
２個 5%引き 

フリーマーケット 

みんな集まれ！バーベキューフェア 

ポン酢醤油、焼肉のたれ、本格キムチ 

カクテキ            5%引き 

アルプスジュースフェア 

信州もも、巨峰ジュースストレート 10%引き 

サステイナブルな食 素精糖 5%引き 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

  閉所 

 
   紅鮭お買得 まぐろ祭り  

ステーキオーダーカット 
  (ヒレ・リブロース) 

      

 

お寿司の日 

 予約がお得！ 

 

 

初夏のカレーフェア 

カレールウフレーク甘口・辛口、福神漬け 

                5%引き 

ジュースキャンペーン  

 ケース各種 50～200円引き  

サステイナブルな食 素精糖 5%引き            

２７ ２８ ２９ ３０  
 

 

 

 閉所 

 

ブロック肉量り売り 新規パン入荷『あこべる』 

ショートニングやマーガリンは使用せず、お米由来の天然酵母の 

天然素材だけで作るこだわりのパン。毎土曜、日曜日の入荷です。 

豚肉少量パックの日２日、16日、30日に入荷します。 

  

『ステップアップ紹介ラリー』って？ 
あなたのお友達がデポーに来ると人数に 

応じてプレゼントがパワーアップ！気軽に

お友達をデポーに誘ってみませんか？ 

イベント時の来所がおススメです！ 

  

ウェルカムデイズ                          

16（木）             

 

                                       

                                                         

 

横浜北生活クラブ生協  

霧が丘デポー 

横浜市緑区霧が丘 5-2-6   

TEL 045-922-1200  FAX 045-922-4664 

情報折込ワーク 16日(木) 

季節品〆切日  木曜配布／次週火曜日〆切 

引き落とし日  27日(月) 

加入者説明会  11日(土)10:30～、20日(月)16:00～ 

mayomayo（アクセサリー）

ー 

 

 

プーパン（子供服、婦人服） 

 

ウェルカムデイズ (未加入者大歓迎💛) 

  金華豚 10％引き       

 

 

  

 イベント情報  3(金)ちびっこ祭り 11：00～13：00   9(木)せっけん講座（エッコロ講座） 10：00～12：00 
16(木)化粧品生産者エコグリーン来所 11：00～13：00  18(土)デコパージュ(エッコロ講座)  11：00～13：00 
19(日)フリーマーケット開催 11：00～14：00 只今出店者募集中！詳細はワーカーズまで。 
25(土)～30(木)試食ラリー開催予定 デポーのおすすめを日替わりで試食。未加入のお友達も誘ってみませんか？ 

クロケッツ（婦人靴） 

 



キッチンにんじんの

お惣菜メニュー　　2020年　4月
TEL/FAX  921-7702

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4　花見弁当 5
ひじき入りメンチ グラタンコロッケ 吹き寄せかき揚・四色串揚げ ドリア（シーフード）

梅味とりから アジフライ ぎょうざ・チーズインコロッケ サンドにぎり（みそかつ）　１個

マーボ茄子 春巻き 揚げ豆腐のパリパリ野菜 サンドにぎり（フィッシュフライ）　１個

細切りきんぴら バランス煮びたし タラの和風あんかけ サラダコロッケ（２個入り）

エッグポテトサラダ 切干ツナサラダ レバーカレーフライ・筑前煮 切干昆布煮

ごぼうしぐれ巻 海老天巻 鯵の南蛮漬け 胡麻じゃこサラダ　

親子カツ丼 ビビンバ丼 フレッシュポテトサラダ・根菜ゴマ酢 しめじと春菊の和え物

グラタン 霧が丘焼きそば 天丼・太巻き・グラタン お弁当

五目いなり・おはぎ つつじセット

6 7 8 9 10 11 12
ミートカレーコロッケ きのこコロッケ 焼肉コロッケ ソフトカツ メンチカツ・枝豆コロッケ・かき揚げ 天玉丼

鶏の野菜衣揚げ ひき肉と野菜のナゲット 鶏の変り揚げ 肉しゅうまい 豆腐のカラフル揚げ出し 太巻き　　　１本

マーボ春雨 塩麹から揚げ 煮物セット 豆腐の落し揚げ 鶏と茄子のレモンソース 串味噌カツ（2本入り）　

きのこ入りきんぴら 刻み昆布と野菜の煮物 コロコロ野菜のきんぴら 大豆の揚げ煮 五色きんぴら 鶏と茄子のレモンソース

マカロニサラダ コロコロサラダ じゃがシャキサラダ ポテトサラダ 新）切干五色ナムル 五目きんぴら　

カップ寿司 カツ巻 鮭ちらし 黒米太巻き レバーの甘辛煮・かぼちゃサラダ コールスロー　　

中華丼 かき揚丼 鶏そぼろ丼 とり天丼 季節の釜飯 小松菜とえのきの和え物

ドリア ミートグラタン 野菜あんかけ焼きそば マカロニのラザニア 高菜いなり・太巻き・カツ丼 お弁当

霧が丘焼きそば・おはぎ つつじセット

13 14 15 16 17 18 19
ジャーマンコロッケ チキンゴマカツ ささみチーズフライ 肉じゃがコロッケ 吹き寄せかき揚げ・ミートコロッケ 中華丼

ゴマ味噌串カツ 鮭の甘酢ねぎソース 鶏と高野の甘酢あん ユーリンチ クラウンメンチ・いかナス南蛮 グラタン(ミートソース ）

大葉入りつくね 春巻き 豆腐巻 高野の鶏射込み 月見つくね メンチカツ（２ケ入り）

切干大根の五目煮 七福豆 うの花 十目ひじき煮 砂肝のネギ塩炒め・ポテトサラダ チキン南蛮　

ハム入り春雨サラダ 柔らかごぼうサラダ ミモザサラダ 蓮根五色サラダ イカと春雨のピリ辛サラダ 切り昆布の煮物　

太巻き 海老天巻 カップ寿司 信田巻寿司 五目白和え きんぴらサラダ

親子カツ丼 鶏のくわ焼き丼 五色丼 チキンソースかつ丼 黒米太巻き・焼き鯖寿司 五目白和え　

上海塩焼きそば ドライカレー野菜添え グラタン 五目おこわ 天丼・天津丼・おはぎ お弁当

つつじセット

20 21 22 23 24 25 26
ミートカレーコロッケ グラタンコロッケ チキン南蛮 チーズインコロッケ かき揚・ゴマ味噌串揚げ おかめ寿司

鶏の変り揚げ ハンバーグトマトソース 鮭の七味揚げ 鯖の甘酢あんかけ トマトグラタンコロッケ・ぎょうざ 海老天釜飯

にぎやかマーボ 串揚げ マーボ春雨 コロコロ野菜のきんぴら 豆腐つくね串・筑前煮・アジフライ 菜の花コロッケ（２ケ入り）

大豆の揚げ煮 洋風ひじき煮 きのこ入りきんぴら 五目白和え レバーカレーフライ・手羽元香味焼き レバーカレーフライ　

コーンポテトサラダ フレッシュポテトサラダ かぼちゃサラダ チャーシュー中華サラダ 豆腐のカラフル揚げ出し 厚揚げ入りひじき煮

鮭ちらしミニ カツ巻 五目寿司 生姜焼き太巻き 五色サラダなます・エッグポテトサラダ 南瓜サラダ　

中華丼 五色丼 中華おこわ かき揚丼 五目いなり・太巻き・カツ丼 お弁当

オムランチ シーフードグラタン マカロニのラザニア 野菜あんかけ焼きそば 海老天釜飯・おはぎ つつじセット

27 28 29 30
山の幸コロッケ ふっくらメンチ かぼちゃコロッケ  ★ 生活クラブの食材を使い、丁寧に手作りしています。

鶏と茄子のレモンソース 豆腐の落し揚げ 味噌かつ  ★ 材料の都合で、メニューの内容が変更又は中止になることがあります。

南瓜のそぼろあん カジキの酢豚風 切干大根五目煮  ★ 魚料理には骨があることがあります。気を付けてお召し上がり下さい。

刻み昆布と野菜の煮物 細切りきんぴら マカロニサラダ  ★ 日曜日のお惣菜は『つつじが丘ポポロ』からの配送になります。

ミモザサラダ 和風ポテトサラダ 押し寿司

鶏の味噌カツ巻 ツナマヨ巻 とり天丼

天丼 五目おこわ グラタン

上海塩焼きそば カレーピラフセット

ワーカーズ募集中            


