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ごはん(ふりかけ)　清汁 ごはん 　　コンソメスープ 高菜チャーハン ごはん 味噌汁 ごはん 　　　コンソメスープ たけのこごはん　味噌汁 ひじきごはん　清汁

ひき肉入りオムレツ あじフライ　　　パイン缶 中華スープ　みかん缶 豆腐の中華煮　バナナ ポークチャップ　白桃ヨーグルト 鶏肉のたらこマヨネーズ焼き ますの幽庵焼き

なすの生姜煮　フルーチェ いんげんの炒め物 ほうれん草のサラダ レンコンのカレー炒め スナップエンドウの和え物 かぼちゃの煮物　煮豆　フルーツ缶 車麩の煮物　煮豆　キウイフルーツ

エネルギー 669Kcal たんぱく質 22.0g エネルギー 604Kcal たんぱく質 14.9g エネルギー 626Kcal たんぱく質 16.3g エネルギー 526Kcal たんぱく質 23.2g エネルギー 599Kcal たんぱく質 22.5g エネルギー 622Kcal たんぱく質 29.0g エネルギー 601Kcal たんぱく質 27.2g

脂質 23.9g 炭水化物 94.1g 脂質 13.8g 炭水化物 108.0g 脂質 21.6g 炭水化物 94.5g 脂質 10.9g 炭水化物 91.1g 脂質 16.4g 炭水化物 95.4g 脂質 12.7g 炭水化物 103.7g 脂質 14.2g 炭水化物 93.7g

塩分 2.6g 塩分 2.2g 塩分 3.2g 塩分 2.5g 塩分 2.0g 塩分 3.0g 塩分 2.9g

ごはん 味噌汁 ごはん 清汁 ごはん 味噌汁 野菜ラーメン(醤油or塩) ごはん 味噌汁 サンドイッチ ごはん 中華スープ

ハンバーグのきのこあんかけ 鶏肉の野菜蒸し たらの照り焼き　みかん缶 里芋サラダ 豆腐のうま煮　オレンジ 大豆と野菜のトマトクリームスープ 餃子の中華あんかけ

人参しりしり　黄桃缶 かぼちゃサラダ　りんご缶 おからの炒り煮 フルーチェ ほうれん草の和え物 小松菜の和え物　パイン缶 春雨サラダ 黄桃缶

エネルギー 561Kcal たんぱく質 20.0g エネルギー 615Kcal たんぱく質 23.7g エネルギー 486Kcal たんぱく質 20.1g エネルギー 935Kcal たんぱく質 39.9g エネルギー 612Kcal たんぱく質 22.2g エネルギー 657Kcal たんぱく質 23.5g エネルギー 560Kcal たんぱく質 12.4g

脂質 12.4g 炭水化物 95.5g 脂質 16.0g 炭水化物 97.7g 脂質 8.5g 炭水化物 83.7g 脂質 32.7g 炭水化物 131.2g 脂質 19.7g 炭水化物 91.2g 脂質 29.0g 炭水化物 85.1g 脂質 12.2g 炭水化物 103.0g

塩分 3.1g 塩分 1.9g 塩分 2.0g 塩分 7.4g 塩分 2.4g 塩分 3.5g 塩分 3.3g

ハヤシライス ごはん(ふりかけ)　味噌汁 ごはん　味噌汁　フルーツ缶 ごはん 味噌汁 かき揚げ卵とじ丼　味噌汁 ごはん 味噌汁 じゃじゃ麵

コンソメスープ かに玉あんかけ 豚ひき肉の磯辺焼き 肉豆腐 オクラの和え物 ぶりのおろし煮　バナナ ポテトサラダ

白菜の和え物　フルーツ缶 大根の和え物　白桃缶 なすのポン酢浸し もやしの和え物　パイン缶 黄桃缶 チンゲン菜の炒め物 フルーツ缶

エネルギー 620Kcal たんぱく質 18.3g エネルギー 605Kcal たんぱく質 20.6g エネルギー 683Kcal たんぱく質 20.3g エネルギー 605Kcal たんぱく質 23.2g エネルギー 592Kcal たんぱく質 19.9g エネルギー 566Kcal たんぱく質 21.9g エネルギー 632Kcal たんぱく質 15.8g

脂質 20.0g 炭水化物 97.2g 脂質 15.1g 炭水化物 99.2g 脂質 23.8g 炭水化物 101.6g 脂質 16.0g 炭水化物 96.0g 脂質 13.3g 炭水化物 100.5g 脂質 19.9g 炭水化物 78.6g 脂質 24.1g 炭水化物 92.9g

塩分 2.6g 塩分 3.6g 塩分 2.6g 塩分 2.2g 塩分 2.6g 塩分 2.6g 塩分 1.7g

ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 カレーライス ごはん 味噌汁 ごはん 春雨スープ ごはん 味噌汁

彩りオムレツ　りんご缶 ぶりの煮つけ　みかんヨーグルト 豆腐ステーキ(きのこソース) コンソメスープ　パイン缶 メンチカツor白身魚フライ 麻婆豆腐　　　みかん缶 白身魚のムニエル(トマトソース)

菜の花のなめたけ和え 青梗菜のソテー　 菜の花の和え物　黄桃缶 カリフラワーの和え物 いんげんの和え物　白桃缶 チンゲン菜の和え物 ビーフン炒め　りんご缶

エネルギー 602Kcal たんぱく質 20.9g エネルギー 592Kcal たんぱく質 22.8g エネルギー 601Kcal たんぱく質 23.2g エネルギー 620Kcal たんぱく質 17.2g エネルギー 758Kcal たんぱく質 25.1g エネルギー 565Kcal たんぱく質 22.4g エネルギー 519Kcal たんぱく質 21.1g

脂質 18.3g 炭水化物 94.0g 脂質 17.8g 炭水化物 90.5g 脂質 17.3g 炭水化物 95.7g 脂質 18.7g 炭水化物 103.6g 脂質 24.8g 炭水化物 111.0g 脂質 15.4g 炭水化物 87.6g 脂質 8.2g 炭水化物 91.9g

塩分 2.4g 塩分 2.5g 塩分 2.1g 塩分 2.5g 塩分 3.8g 塩分 2.6g 塩分 2.4g

ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 　　　　◇◆お知らせ◇◆ 〈選択メニュー〉
卵蒸し 鶏肉の南蛮漬け 　　　　〈行事食〉 １１日 野菜ラーメン(醤油or塩)
ポテトサラダ 　フルーツ缶 白菜のごま和え　オレンジ 　　　６日・７日 ２６日 メンチカツor白身魚フライ

　　　お花見膳 〈郷土食〉
エネルギー 697Kcal たんぱく質 22.0g エネルギー 585Kcal たんぱく質 23.9g ２１日 岩手県　じゃじゃ麵
脂質 20.2g 炭水化物 109.2g 脂質 16.5g 炭水化物 86.8g

塩分 3.2g 塩分 2.5g     都合により献立を変更することがございます。

土曜日 日曜日16日

おやつ：スイスロール

15日

おやつ：マーラーカオ

20日

おやつ：ぶどうゼリー

おやつ：マロン＆マロン

水曜日 27日 木曜日

　　　　　おやつレクおやつ：やわらかシフォンケーキ

金曜日28日

金曜日

おやつ：ホットケーキサンド

14日

おやつ：青りんごゼリー

おやつ：ロールちゃん

21日 金曜日

おやつ：黒糖パン(マーガリン入り)

月曜日 25日

おやつ：スイスロール

24日

おやつ：ココア蒸しパン

火曜日 26日

月曜日17日

おやつ：バナナスペシャル

おやつ：イチゴスペシャル

13日

19日18日 火曜日

水曜日

おやつ：やわらかシフォンケーキ

11日

水曜日

木曜日

木曜日

月曜日 4日 火曜日 7日 金曜日5日 水曜日 6日 木曜日

おやつ：薄皮あんぱん

おやつ：マロン＆マロン

8日 土曜日

4月献立表

1日 土曜日 2日 日曜日 3日

火曜日 12日

おやつ：バナナスペシャル

月曜日

おやつ：パウンドケーキおやつ：ロールちゃんおやつ：ぶどうゼリー

日曜日

おやつ：駄菓子おやつ：黒糖ゼリー

9日

おやつ：マーブル蒸しパンおやつ：コーヒーゼリーおやつ：プチパンケーキ

日曜日

おやつ：黒糖ゼリー

10日

おやつ：プチパンケーキ

23日 日曜日

おやつ：味噌蒸しパン

29日

22日

土曜日

おやつ：プチパンケーキ

土曜日

30日

せせらぎ女池


