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ごはん ごはん （選択メニュー） ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
味噌汁（大根・椎茸） 味噌汁（なす・ねぎ） Ａバターロール２個 味噌汁（なめこ） 味噌汁（油揚・ねぎ） 味噌汁（豆腐・若布） 味噌汁（大根・椎茸） 味噌汁（キャベツ・人参）
チーズはんぺん  ３枚 炒り豆腐包み焼 ベリー＆マーガリン 肉だんご（たれ） シーチキンマヨネーズ 京風卵２切 明太マヨはんぺん３枚 チーズオムレツ
ウインナー青菜ソテー キャベツゆかり和え Ｂごはん アスパラ・コーン炒め 野菜いため 鮭缶おろし 小松菜ベーコンソテー ポテトサラダ
ふりかけ（瀬戸風味） のり佃煮 ふりかけ（たらこ） たくあん うずら煮豆 隠元ピーナッツ和え ふりかけ（鮭） 野沢漬
牛乳 ジョア  白ぶどう マカロニスープ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ウィンナー卵ロール
ブロッコリーカリフラワー

エネルギー：６４０kｃａｌ エネルギー：５４４ｋｃａｌ ミルミル　エネルギー：７２２kｃａｌエネルギー：６６１ｋｃａｌ エネルギー：８３４kｃａｌ エネルギー：７１４kｃａｌ エネルギー：６２７kｃａｌ エネルギー：７２０kｃａｌ
バターロール  ２個 お誕生日メニュー ゆかり御飯（混ぜ込み） 長崎チャンポン バターロール  ２個 ピース御飯（炊き込み 五目うどん バターロール  ２個
ママレード＆マーガリン ビビンバ丼 清汁（三葉・豆腐） 蒸ポーク焼売  ２個 チョコペースト白＆黒 清汁（あられ・三葉） カニかま玉子巻き りんご＆マーガリン
キャベツのスープ （ごはん） 天ぷら  ３種 おくらお浸し ミネストローネスープ かじき梅みそ焼２切 オクラと菊なめこ コンソメスープ
鶏肉トマトソース２切 （牛焼肉） 添）大根おろし タンドリーチキン２切 筑前煮 生和菓子 鶏肉洋風茸ソース２切
添）ほうれん草パスタ （ナムル３種類） 切干大根煮付 添）レタス 胡瓜とえびの和風和え コーンサラダ
野菜サラダ わかめスープ　　　エネルギー： ポテトサラダ

温泉卵　　　　　　　　　９３３ｋｃａｌ
いんげんのお浸し

エネルギー：５３３ｋｃａｌ ブルーベリー＆ハスカップタルトエネルギー：６７０ｋｃａｌ エネルギー：６６３kｃａｌ エネルギー：５７２kｃａｌ エネルギー：６６８kｃａｌ エネルギー：６９０kｃａｌ エネルギー：５５８kｃａｌ
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
揚かれいの甘酢炒め 鰆西京焼 ワンタンスープ 牛もも香味焼 金目鯛みそ焼き 青椒肉絲 ヒレ和風茸ソース２切 煮魚（ぶり）
焼ぎょうざ  ２個 南瓜いとこ煮 回鍋肉 いかと大根の煮物 ぜんまい煮付 ビーフンソテー 里芋の煮物 高野豆腐煮付
中華サラダ あさりのすのもの 春雨中華和え エリンギと胡瓜の土佐和え 青菜のからし風味 しらすの酢の物 もやしと人参のお浸し ほうれん草ごま和え
（間食） （間食） （間食） （間食） （間食） （間食） （間食） （間食）
ミニクレープ 青梅ゼリー バナナ  １本 ココアのムース バナナ  １本 アメリカンチェリー ミニあんぱん  １個 カットパイン

エネルギー：８１６kｃａｌ エネルギー：６２０kｃａｌ エネルギー：７４７kｃａｌ エネルギー：６８７kｃａｌ エネルギー：５４４ｋｃａｌ エネルギー：６８１kｃａｌ エネルギー：６４３kｃａｌ エネルギー：７０５kｃａｌ

ごはん ごはん バターロール  ２個 ごはん ごはん ごはん ごはん レーズンロール  ２個
味噌汁（青菜・しめじ） 味噌汁（ふ・わかめ） はちみつ＆マーガリン 味噌汁（油揚・ねぎ） 味噌汁（じゃが芋・若布） 味噌汁（豆腐・ねぎ） 春雨スープ マカロニスープ
納豆 チキンマスタード レタスのスープ さんま甘辛煮 厚焼卵 いわし梅煮缶 ほうれん草卵ロール ハムステーキ
野菜いため いんげんごま和え オムレツ チンゲン菜ピーナッツ なめ茸おろし とろろいも 小松菜のお浸し ポテトサラダ
大根ゆかり和え ふりかけ（うめ） アスパラとパプリカ あみ佃煮 きんとき煮豆 てっぽう漬 のり佃煮 ジョア  ブルーベリー
ジョア  プレーン ミルミル 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

エネルギー：６２８kｃａｌ エネルギー：６０８kｃａｌ エネルギー：６０５kｃａｌ エネルギー：７１５kｃａｌ エネルギー：６８４kｃａｌ エネルギー：６８７kｃａｌ エネルギー：５８７kｃａｌ エネルギー：５９０kｃａｌ
ハンバーグカレー ごはん ごはん （選択メニュー） 食パン（８枚切２枚） ごはん 野菜みそラーメン チキンカレー
ごはん 肉団子のスープ 帆立入りスープ ごはん イチゴジャム 実だくさんスープ 焼ぎょうざ  ２個 ごはん
ブロッコリーのサラダ かじきバジルソース とんかつ かき玉汁（オクラ） もやしスープ 豚肉と生揚の旨煮 胡瓜の土佐和え 野菜サラダ
福神漬（減塩） キャベツ人参土佐和え 添）千キャベツ Ａ鶏肉ハーブ焼 鯖ムニエル野菜ソース 青菜とひじきごま風味 福神漬（減塩）
いちご牛乳 フルーツ杏仁豆腐 鶏肉と里芋の煮物 Ｂ鮭照焼 ごぼうのサラダ 豆乳飲料（バナナ）

人参甘煮
和風サラダ

エネルギー：９１２kｃａｌ エネルギー：７０３kｃａｌ エネルギー：８８５kｃａｌ エネルギー：５１０kｃａｌ エネルギー：６７１kｃａｌ エネルギー：６６６kｃａｌ エネルギー：６２０kｃａｌ エネルギー：７４３kkｃａｌ
ごはん 親子丼 ごはん ごはん ごはん ごはん ピラフ（炊き込み） ごはん
かにと豆腐の旨煮 ごはん 鯖照焼 マーボー豆腐 ポークジンジャー 煮魚（さわら） 野菜スープ 帆立と卵のスープ
むしなす  味ぽん 田舎煮 きんぴら牛蒡 ひじき煮付 アスパラエリンギ炒め 鶏肉バジル焼  ２切 鯖の立田揚
かまぼこの酢の物 胡瓜とえのき梅和え かにかまごま酢和え もやしの中華和え セロリきんぴら かにの酢の物 粉吹いも トマト
（間食） （間食） （間食） （間食） 三色和え （間食） コーンコールスロー 水菜のサラダ
キウイ  １／２個 ライチゼリー ヨーグルト オレンジゼリー （間食） 白桃缶 （間食） （間食）

アメリカンチェリー ミニクレープ キウイ  １／２個

エネルギー：５８０kｃａｌ エネルギー：６８１kｃａｌ エネルギー：６４６kｃａｌ エネルギー：６９６kｃａｌ エネルギー：６４２kｃａｌ エネルギー：６６３kｃａｌ エネルギー：７３１kｃａｌ エネルギー：７２２kｃａｌ

昼
　
食

夕
　
食

 5月 27日  火曜日  5月 28日  水曜日  5月 29日  木曜日  5月 30日  金曜日  5月 31日  土曜日

朝
　
食

朝
　
食

昼
　
食

夕
　
食

 5月 24日  土曜日  5月 25日  日曜日  5月 26日  月曜日

献立表

平成２６年５月１６日から３１日までの１日当たりの平均値（ごはん１食２００ｇの場合）　エネルギー：２０２３kｃａｌ　たんぱく質８３．１ｇ　脂質５２．１ｇ　塩分量１０．６ｇ

 5月 16日  金曜日  5月 17日  土曜日  5月 18日  日曜日  5月 19日  月曜日  5月 20日  火曜日  5月 21日  水曜日  5月 22日  木曜日  5月 23日  金曜日

東京都千葉福祉園


