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ごはん　味噌汁　洋梨缶 ごはん 味噌汁 ちらし寿司　清汁 ごはん　味噌汁　黄桃缶 ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん　味噌汁　キウイ ごはん　味噌汁

白身魚のフライ 豚肉のカレー炒め のっぺい煮 白身魚の野菜あんかけ ひき肉入りオムレツ たらのムニエル メンチカツ　白桃缶

カリフラワーの和え物 大根の煮物 オレンジ 甘酢生姜　フルーツ缶 菜の花のピーナツ和え キャベツの生姜炒め 青梗菜とベーコンの炒め物 小松菜の和え物

エネルギー 640Kcal たんぱく質 19.1g エネルギー 606Kcal たんぱく質 24.0g エネルギー 671Kcal たんぱく質 22.3g エネルギー 551Kcal たんぱく質 23.0g エネルギー 669Kcal たんぱく質 24.5g エネルギー 577Kcal たんぱく質 23.5g エネルギー 562Kcal たんぱく質 16.3g

脂質 17.1g 炭水化物 106.3g 脂質 20.4g 炭水化物 82.2g 脂質 11.2g 炭水化物 117.6g 脂質 11.6g 炭水化物 90.6g 脂質 21.0g 炭水化物 100.4g 脂質 15.5g 炭水化物 89.0g 脂質 15.0g 炭水化物 93.1g

塩分 2.4g 塩分 2.6g 塩分 3.5g 塩分 1.8g 塩分 2.8g 塩分 2.2g 塩分 2.9g

ごはん　パイン缶 五目塩ラーメン ごはん 中華スープ ごはん　清汁　りんごヨーグルト ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 ポークカレー

中華スープ　麻婆豆腐 カリフラワーのサラダ チンジャオロース さばの味噌煮　 ハンバーグ(香味ソース) 鶏肉のタルタルソース コンソメスープ　福神漬け

ブロッコリーの和え物 みかん缶 白菜の和え物　洋梨缶 もやしの和え物 マカロニサラダ　オレンジ 小松菜の炒め物　白桃缶

エネルギー 605Kcal たんぱく質 23.6g エネルギー 566Kcal たんぱく質 24.0g エネルギー 649Kcal たんぱく質 23.8g エネルギー 605Kcal たんぱく質 25.0g エネルギー 712Kcal たんぱく質 20.4g エネルギー 632Kcal たんぱく質 28.7g エネルギー 743Kcal たんぱく質 23.0g

脂質 18.6g 炭水化物 89.7g 脂質 21.2g 炭水化物 75.9g 脂質 20.7g 炭水化物 96.1g 脂質 22.7g 炭水化物 80.7g 脂質 25.5g 炭水化物 104.3g 脂質 17.1g 炭水化物 95.5g 脂質 24.1g 炭水化物 113.2g

塩分 2.4g 塩分 4.7g 塩分 2.5g 塩分 2.5g 塩分 3.1g 塩分 2.2g 塩分 3.1g

かやくごはん　味噌汁 ごはん　清汁　白桃缶 ごはん　味噌汁　みかん缶 ごはん　　　コンソメスープ ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 海鮮丼　清汁

卵蒸し中華あんかけ 豚肉とにらの味噌炒め 白身魚の野菜あんかけ チキングラタン えびフライ(タルタルソース) たらの野菜あんかけ かぼちゃのそぼろ煮

ほうれん草の和え物　フルーツ缶 ブロッコリーの和え物 さつまいもサラダ 菜の花の和え物　洋梨缶 白菜の和え物　黄桃缶 金平ごぼう　　りんご缶 フルーツ杏仁

エネルギー 609Kcal たんぱく質 24.9g エネルギー 631Kcal たんぱく質 23.6g エネルギー 610Kcal たんぱく質 20.8g エネルギー 550Kcal たんぱく質 22.1g エネルギー 632Kcal たんぱく質 20.0g エネルギー 584Kcal たんぱく質 23.3g エネルギー 603Kcal たんぱく質 27.3g

脂質 15.9g 炭水化物 95.7g 脂質 17.8g 炭水化物 98.2g 脂質 14.0g 炭水化物 101.9g 脂質 11.8g 炭水化物 93.0g 脂質 15.4g 炭水化物 108.0g 脂質 12.1g 炭水化物 99.2g 脂質 10.0g 炭水化物 100.1g

塩分 3.8g 塩分 2.7g 塩分 2.0g 塩分 1.7g 塩分 2.4g 塩分 2.6g 塩分 2.6g

ごはん 味噌汁 サンドイッチ　黄桃缶 ごはん 味噌汁 ごはん　清汁　白桃缶 ごはん 味噌汁 ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん 味噌汁

かに玉あんかけ 野菜たっぷりトマトスープ 豚肉の野菜炒め 鶏肉の照り焼き 八宝菜 お好み焼き風つくね さばの塩焼き　りんご缶

白菜サラダ　　パイン缶 ほうれん草の和え物 れんこんの煮物　洋梨缶 ごぼうの味噌炒め マカロニサラダ　みかん缶 ブロッコリーの和え物 切り干し大根の煮物

エネルギー 612Kcal たんぱく質 22.0g エネルギー 650Kcal たんぱく質 30.9g エネルギー 586Kcal たんぱく質 20.5g エネルギー 581Kcal たんぱく質 26.5g エネルギー 648Kcal たんぱく質 24.9g エネルギー 684Kcal たんぱく質 25.5g エネルギー 608Kcal たんぱく質 23.8g

脂質 14.4g 炭水化物 101.2g 脂質 20.5g 炭水化物 94.4g 脂質 15.5g 炭水化物 92.6g 脂質 10.2g 炭水化物 98.3g 脂質 20.5g 炭水化物 97.9g 脂質 24.6g 炭水化物 96.4g 脂質 18.1g 炭水化物 94.2g

塩分 3.5g 塩分 3.1g 塩分 2.6g 塩分 2.8g 塩分 3.2g 塩分 2.5g 塩分 2.1g

ごはん　中華スープ ごはん 味噌汁 山菜そば 　　　　◇◆お知らせ◇◆
麻婆春雨　　フルーツ缶 ダブルフライ　　バナナ じゃがいもの炒め物 　　　　〈行事食〉
オクラの和え物 スパゲティサラダ 黄桃缶 　　　 　３日  ひな祭り

　　　 ２１日  春分の日 
エネルギー 624Kcal たんぱく質 19.1g エネルギー 688Kcal たんぱく質 19.8g エネルギー 623Kcal たんぱく質 22.0g

脂質 17.2g 炭水化物 103.0g 脂質 21.5g 炭水化物 106.7g 脂質 15.6g 炭水化物 100.6g

塩分 2.1g 塩分 2.6g 塩分 3.4g     都合により献立を変更することがございます。

おやつ：いちごスペシャル

日曜日 27日 月曜日

水曜日 木曜日 17日16日 20日

おやつ：ホイップパン

火曜日

おやつ：ぶどうゼリー

火曜日28日

おやつ：いちごプリン

21日 火曜日

14日

おやつ：バニラババロア

ブロッコリーの和え物　パイン缶

おやつ：たまご蒸しパンおやつ：やわらかシフォンケーキ

月曜日

26日

おやつ：駄菓子おやつ：カステラサンド

金曜日 25日

月曜日

24日

7日 火曜日5日 日曜日 6日 月曜日

3月献立表
    せせらぎ女池

1日 水曜日 2日 木曜日 3日 金曜日 4日 土曜日

おやつ：レーズン蒸しパンおやつ：おやつ：ホットケーキサンドおやつ：スイスロールおやつ：メープル蒸しケーキ

19日18日 土曜日

日曜日

おやつ：薄皮ピーナッツパン

おやつ：駄菓子

8日 水曜日 土曜日10日

15日

おやつ：ホットケーキサンドおやつ：オレンジゼリー

金曜日

金曜日

日曜日金曜日

おやつ：抹茶ゼリーおやつ：やわらかシフォンケーキ

おやつ：ロールちゃん(チョコ)おやつ：やわらかシフォンケーキ

9日

おやつ：フレンチトーストおやつ：バウムクーヘンおやつ：いちごババロア

木曜日 11日 13日12日

おやつ：黒蜜きなこプリン

29日

22日

水曜日

おやつ：味噌蒸しパン

水曜日

30日

　　　　　おやつレク おやつ：薄皮あんぱん(こしあん)

おやつ：バナナスペシャル

木曜日

23日 木曜日

おやつ：薄皮クリームパン

31日

土曜日


