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ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん （選択メニュー）　７００kｃａｌ ごはん ごはん
味噌汁（ふ・なす） 味噌汁（玉葱・しめじ） 味噌汁（油揚・かぶ） 味噌汁（えのき・白菜） 味噌汁（オクラ・葱） Ａバターロール２個 味噌汁（わかめ・筍） 味噌汁（ふ・玉葱）
いわしみぞれ煮 京風卵２切 チキンステーキ５０ｇ 納豆 ロースハム  ３枚 いちご＆マーガリン さんまおかか煮 チーズはんぺん  ３枚
小松菜のごまあえ 白菜と人参の土佐和え ほうれん草のお浸し 大根のいため煮 キャベツしめじソテー Ｂごはん オクラと菊なめこ キャベツのごまあえ
白菜漬 ふりかけ（瀬戸風味） のり佃煮 胡瓜塩漬 あみ佃煮 ふりかけ（味かつお） さくら大根 しば漬
牛乳 牛乳 牛乳 ジョア  オレンジ ミルミル マカロニスープ 牛乳 牛乳

ウィンナー卵ロール
カリフラワーいんげん

エネルギー：６３３kｃａｌ ５８８kｃａｌ ６４２kｃａｌ＾ ５８０kｃａｌ ６３６kｃａｌ 牛乳 ６５１kｃａｌ ６１６ｋｃａｌ
ミートソーススパ ごはん バターロール  ２個 ごはん ピース御飯（炊き込み ごはん 醤油ラーメン バターロール  ２個
茹で野菜のサラダ 野菜スープ オレンジママレード コーンスープ 清汁（豆腐・茗荷） 芋煮風汁 ミニチヂミ１枚 ベリー＆マーガリン
生洋菓子 手作りチキンカツ ミネストローネスープ 牛もも香味焼 ぶり照焼 鶏肉南部焼２切 白菜の和え物 もやしスープ

添）千キャベツ サーモンソテー 春雨のごまあえ 添）大根おろし ひじき煮付 ハンバーグ
※麺禁対応は 切干大根煮付 粉吹いも いちご牛乳 肉じゃが 青菜の磯辺和え ※麺禁対応は 添）レタスとトマト
　ごはん又はおかゆ ごぼうのサラダ 　ごはん又はおかゆ マカロニサラダ
　豚肉ケチャップソテー　です。 ※炊き込みご飯金対応は 　三色炒め　　　です。

　ごはん又はおかゆです。
エネルギー：６９３kｃａｌ ７２７kｃａｌ ６５３kｃａｌ ８４９kｃａｌ ７６２kｃａｌ ５７７kｃａｌ ５７７kｃａｌ ６１９kｃａｌ
ごはん ごはん ごはん ごはん ハヤシライス ごはん ごはん ごはん
わかめスープ かじきフレンチソース 青椒肉絲 生姜煮（さば） ごはん えびチリソース炒 ポークジンジャー ワンタンスープ
豚ヒレカルビ焼  ２切 添）人参甘煮 焼ぎょうざ  ２個 里芋の煮物 和風サラダ 蒸ポーク焼売  ２個 高野豆腐煮付 マーボー豆腐
ウインナー青菜ソテー 南瓜いとこ煮 もやしの中華和え かぶゆかり和え ミニゼリー 人参ともやしのナムル 胡瓜としらすの酢の物 春雨中華和え
和風マリネ 野菜サラダ （間食） （間食） （間食） （間食） （間食）
（間食） （間食） バナナ  １本 （間食） クレープ 豆腐のチーズケーキ コーヒーゼリー さくらんぼフレッシュ
白桃缶 いちご プリンアラモード

エネルギー：６４３kｃａｌ ７３４kｃａｌ ６６９kｃａｌ ６４６kｃａｌ ７７２kｃａｌ ７１２kｃａｌ ７２６kｃａｌ ６７３kｃａｌ

ごはん ごはん ネオソフトロール２個 ごはん ごはん ごはん ごはん
味噌汁（キャベツ・人参） 味噌汁（さつま芋・玉葱） キャベツのスープ 味噌汁（ふ・わかめ） 味噌汁（隠元・ねぎ） 味噌汁（ふ・かぶ） 味噌汁（なめこ）
厚焼卵 炒り豆腐包み焼 チーズオムレツ いわしおかか煮 温泉卵 明太マヨはんぺん３枚 納豆
チンゲン菜のお浸し 白菜磯和え キャベツとパプリカ ほうれん草ソテー 野菜いため 大根のいため煮
のり佃煮 うずら煮豆 ブロッコリーカリフラワー あみ佃煮 てっぽう漬 ふりかけ（かつおみりん） かっぱ漬
牛乳 牛乳 ジョア  白ぶどう ミルミル 牛乳 牛乳 牛乳

エネルギー：５８１kｃａｌ ７７９kｃａｌ ５３１kｃａｌ ６２１kｃａｌ ６１０kｃａｌ ６４４kｃａｌ ６３６kｃａｌ
ごはん 山菜うどん （選択メニュー） シーフードカレー バターロール  ２個 ごはん オムライス（飯２００ｇ）
清汁（きのこ・麩） 天ぷら２種 ごはん ごはん ベリー＆マーガリン 実だくさんスープ ポトフ
鰆西京焼 ささみの和風和え けんちん汁 帆立と大根のサラダ 帆立入りスープ 鶏肉にんにく焼  ２切 ツナサラダ
さつま芋と豚の煮物 生和菓子 Ａ豚肉香味焼き らっきょう チーズ入りコロッケ 添）レタス ヨーグルト  アロエ
わかめの酢の物 Ｂ金目鯛みそ焼き フルーツみつ豆 メンチカツ 南瓜甘煮

※麺禁対応は もやしとしめじ梅和え 添）千キャベツ コールスローサラダ ※炊き込みご飯禁対応は
　ごはん又はおかゆ なす塩漬 野菜サラダ 　ごはん又はおかゆ
　和風いなり１／２個　です。 　トマトミートオムレツ　です。

エネルギー：６６９kｃａｌ ７３０kｃａｌ ６０４kｃａｌ ８０９kｃａｌ ６５１kｃａｌ ６７５kｃａｌ ６８９kｃａｌ
ごはん 他人丼 ごはん ごはん あさり御飯（炊き込み） ごはん ごはん
タンドリーチキン２切 ごはん かにと豆腐の旨煮 鯖塩焼 若竹汁 煮魚（ぶり） 鶏ブロッコリー炒（塩味）
隠元のソテー 筑前煮 ぜんまい煮付 添）大根おろし 焼豆腐の煮付 セロリきんぴら 海老ぎょうざ  ２個
ポテトサラダ ほうれん草からし和え 小松菜のごまあえ 田舎煮 チンゲン菜のお浸し エリンギと胡瓜の土佐和え 小松菜のナムル
（間食） （間食） （間食） 三色和え （間食） （間食）
ミニあんぱん  １個 みかん缶詰 バナナ  １本 （間食） 清見オレンジ  １個 （間食） バナナ  １本

クレープ ※炊き込みご飯禁対応は ライチゼリー
　ごはん又はおかゆ　です。

エネルギー：７２８kｃａｌ ６３１kｃａｌ ６８３kｃａｌ ７０４kｃａｌ ６４３kｃａｌ ６３６kｃａｌ ６７３kｃａｌ
※４月下期の間食の果物の代替えは、２４日はミニクレープ、２５日以外はゼリーの予定です。
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 4月 20日  日曜日

 4月 29日  火曜日  4月 30日  水曜日
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 4月 24日  木曜日  4月 25日  金曜日  4月 26日  土曜日  4月 27日  日曜日  4月 28日  月曜日

 4月 16日  水曜日  4月 17日  木曜日  4月 18日  金曜日  4月 19日  土曜日
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