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ごはん 清汁 ごはん(ふりかけ)　味噌汁 ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 チキンライス　コンソメスープ ごはん　味噌汁　 ごはん 清汁

さばのごま味噌煮 スペイン風オムレツ ぶりの幽庵焼き 鶏ひき肉のごまダレかけ ハンバーグ　みかん缶 牛肉コロッケ　白桃缶 あじのオニオンソース

なすの油炒め　黄桃缶 スパゲティサラダ　フルーツ缶 ビーフン炒め煮　パイン缶 ごぼうサラダ　　キウイ ほうれん草のごま和え　 チンゲン菜の中華風炒め 大豆のトマト煮　りんご缶

エネルギー 596Kcal たんぱく質 21.1g エネルギー 643Kcal たんぱく質 20.9g エネルギー 637Kcal たんぱく質 25.7g エネルギー 676Kcal たんぱく質 25.2g エネルギー 703Kcal たんぱく質 28.1g エネルギー 562Kcal たんぱく質 13.0g エネルギー 591Kcal たんぱく質 24.4g

脂質 24.3g 炭水化物 79.0g 脂質 18.0g 炭水化物 103.4g 脂質 18.5g 炭水化物 96.7g 脂質 25.7g 炭水化物 91.8g 脂質 20.2g 炭水化物 102.4g 脂質 12.9g 炭水化物 101.5g 脂質 10.3g 炭水化物 104.9g

塩分 2.6g 塩分 2.8g 塩分 2.6g 塩分 2.7g 塩分 3.0g 塩分 3.0g 塩分 2.2g

ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 きのこあんかけそば ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 ちらし寿司　清汁

豚肉の生姜炒め めばるの照り煮 　orけんちんそば 赤魚の塩麴焼き 鶏肉のユーリンチー風 豚肉のしぐれ煮 豚肉と根菜の煮物

マカロニサラダ　フルーツ缶 切干大根の煮物　フルーチェ かぼちゃサラダ　みかん缶 ひじきの煮物　黄桃缶 青梗菜の和え物　パイン缶 大根の梅和え　白桃缶 甘酢生姜　　みかん缶

エネルギー 681Kcal たんぱく質 20.4g エネルギー 581Kcal たんぱく質 24.5g エネルギー 974Kcal たんぱく質 40.1g エネルギー 513Kcal たんぱく質 25.1g エネルギー 578Kcal たんぱく質 24.4g エネルギー 599Kcal たんぱく質 22.3g エネルギー 641Kcal たんぱく質 24.2g

脂質 22.4g 炭水化物 97.6g 脂質 12.4g 炭水化物 96.9g 脂質 23.9g 炭水化物 149.3g 脂質 3.9g 炭水化物 95.3g 脂質 11.9g 炭水化物 96.2g 脂質 12.0g 炭水化物 104.6g 脂質 8.3g 炭水化物 118.3g

塩分 2.4g 塩分 2.7g 塩分 6.8g 塩分 2.5g 塩分 2.3g 塩分 2.8g 塩分 3.4g

ごはん 味噌汁 ごはん 清汁 ごはん 味噌汁 かき揚げor深川風卵とじ丼 サンドイッチ ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁

豚肉のオイスター炒め さばの味噌煮 肉豆腐 　　　フルーツ缶 味噌汁　　　ポテトサラダ 大豆のカレースープ 肉じゃが たらの南蛮漬け
ほうれん草の和え物　りんごヨーグルト もやしの和え物　黄桃缶 カリフラワーの甘酢和え フルーチェ(イチゴ) 菜の花の和え物　みかん缶 小松菜の和え物　パイン缶 マカロニサラダ　白桃缶

エネルギー 624Kcal たんぱく質 20.9g エネルギー 551Kcal たんぱく質 23.0g エネルギー 574Kcal たんぱく質 22.1g エネルギー 1010Kcal たんぱく質 31.1g エネルギー 625Kcal たんぱく質 23.6g エネルギー 620Kcal たんぱく質 17.5g エネルギー 635Kcal たんぱく質 23.2g

脂質 21.1g 炭水化物 91.1g 脂質 18.2g 炭水化物 79.1g 脂質 15.0g 炭水化物 91.1g 脂質 27.9g 炭水化物 159.9g 脂質 20.3g 炭水化物 98.0g 脂質 16.2g 炭水化物 106.0g 脂質 16.6g 炭水化物 99.3g

塩分 2.6g 塩分 2.1g 塩分 2.2g 塩分 3.1g 塩分 2.7g 塩分 1.9g 塩分 2.4g

ごはん(ふりかけ)　味噌汁 ごはん 　　コンソメスープ ごはん　味噌汁　キウイ ごはん 味噌汁 ごはん 　　コンソメスープ ごはん 清汁 ごはん　味噌汁　りんご缶

ふくさ卵蒸し 白身魚フライ　黄桃缶 豚肉と野菜のカレー炒め ツナオムレツ　フルーツ缶 ハンバーグ　パイン缶 たらor鶏肉の味噌田楽 赤魚の塩麴焼き

春雨サラダ　　りんご缶 切干大根の炒め煮 カリフラワーのごまマヨ和え スパゲティサラダ 冬瓜のあんかけ　 白菜の煮浸し　　みかん缶 ビーフンの炒め煮

エネルギー 570Kcal たんぱく質 18.0g エネルギー 571Kcal たんぱく質 14.5g エネルギー 610Kcal たんぱく質 20.0g エネルギー 632Kcal たんぱく質 22.5g エネルギー 605Kcal たんぱく質 17.9g エネルギー 607Kcal たんぱく質 36.6g エネルギー 668Kcal たんぱく質 23.3g

脂質 13.9g 炭水化物 94.8g 脂質 13.5g 炭水化物 100.0g 脂質 20.4g 炭水化物 91.2g 脂質 18.0g 炭水化物 98.3g 脂質 17.1g 炭水化物 98.5g 脂質 16.4g 炭水化物 81.4g 脂質 17.0g 炭水化物 106.0g

塩分 3.2g 塩分 1.9g 塩分 2.0g 塩分 2.7g 塩分 2.7g 塩分 2.7g 塩分 2.6g

ごはん 味噌汁 サンマーメン ごはん　味噌汁　オレンジ 　　　　◇◆お知らせ◇◆ 〈選択メニュー〉
かに玉 　　　 ポテトサラダ 白身魚のケチャップあんかけ 　　　　〈行事食〉 ・10日　きのこあんかけorけんちんそば
ごぼうサラダ 　　　白桃缶 フルーツ缶 レンコンの和え物 　　　 5日　端午の節句 ・18日　かき揚げor深川風卵とじ丼

　　　 14日　母の日 ・27日　たらor鶏肉の味噌田楽
エネルギー 557Kcal たんぱく質 18.6g エネルギー 648Kcal たんぱく質 24.7g エネルギー 571Kcal たんぱく質 216.0g

脂質 14.0g 炭水化物 92.5g 脂質 20.1g 炭水化物 98.1g 脂質 13.6g 炭水化物 94.3g

塩分 2.8g 塩分 4.4g 塩分 2.0g     都合により献立を変更することがございます。

23日 火曜日

金曜日 火曜日16日

おやつ：やわらかシフォンケーキおやつ：黒糖ロールパン(マーガリン入り)

15日

おやつ：ロールちゃん(チョコ)

金曜日 27日 土曜日

おやつレク

日曜日

金曜日

金曜日

おやつ：レーズン蒸しパン

日曜日28日

おやつ：牛乳ゼリー

21日 日曜日

14日

おやつ：バナナスペシャルおやつ：マーラーカオ

土曜日

26日

おやつ：たまご蒸しパンおやつ：スイスロール

水曜日 25日

土曜日20日

31日

13日

19日18日 木曜日

おやつ：バウムクーヘンおやつ：青りんごゼリー

おやつ：やわらかシフォンケーキ

木曜日

水曜日

7日 日曜日5日 金曜日 6日 土曜日

5月献立表

1日 月曜日 2日 火曜日 3日 水曜日 4日 木曜日

おやつ：ぶどうゼリー

おやつ：ロールちゃん(チョコ)おやつ：マーラーカオおやつ：マーブル蒸しパンおやつ：水ようかんおやつ：イチゴスペシャルおやつ：コーヒーゼリー

8日 月曜日

おやつ：マロン＆マロン

水曜日

おやつ：黒糖ゼリー

11日10日 木曜日

おやつ：マロン＆マロン

24日

水曜日17日

おやつ：プチパンケーキ

30日 火曜日

おやつ：駄菓子

おやつ：駄菓子

9日

おやつ：チョコババロアおやつ：ロールちゃん(ホイップ)おやつ：カステラケーキ

火曜日 12日

おやつ：ぶどうゼリー

29日

22日

月曜日

おやつ：ホットケーキサンド

月曜日

せせらぎ女池
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