
 3/３１（日）  4/１（月） ２（火） ３（水） ４（木） ５（金） ６（土）
 ミニ山シュガー  全粥  ミニ食パン（チョコ）  野菜雑炊  ミニストロベリーツイスト  かに雑炊  抹茶あずき
 野菜のコンソメ煮  竹輪とれんこんの炒め煮  野菜のトマト煮  キャベツ炒め  ツナとマカロニのサラダ  青梗菜と竹輪の炒め物  洋風卵とじ
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 梅びしお・牛乳  金時豆・ヤクルト  うぐいす豆・牛乳
 米飯  米飯  米飯  米飯  豆ごはん  米飯  米飯
 チキンカツ  スペイン風オムレツミートソース  ぶりの照り焼き  かつとじ  鮭の塩焼き  鶏肉の海苔塩パン粉焼き  赤魚の昆布茶焼き
 大豆煮  ひじき煮  里芋の煮物  切干大根の煮物  南瓜の煮物  さつま芋の甘煮  れんこん煮
 春菊としめじの和え物  大根なます  スパゲティーサラダ  菜の花の辛子和え  春雨の酢の物  ほうれん草のピーナツ和え  ブロッコリーのサラダ
 みそ汁（もやし）  スープ（キャベツ）  かきたま汁  みそ汁（じゃが芋）  赤だし汁（なめこ）  すまし汁（はんぺん）  みそ汁（豆腐）

間食  ジョア  オレンジジュース  抹茶豆乳ラテ  ミルク紅茶  オリゴワン（鉄・カルシウム）  ミルージュ  アップルティー
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 ホキの胡麻ネーズ焼き  鯖の煮付け  鶏のマーマレード醤油焼き  焼きあじの南蛮漬風  豚肉の大和煮  千草焼き  ポークビーンズ
 じゃが芋の煮物  オクラのなめたけ和え  若竹煮  大根のカニあんかけ  白菜のお浸し  もずく酢  野菜ソテー
 しば漬  きゅうり漬  べったら漬  フルーツ（白桃缶）  ピーマン漬  フルーツ（みかん缶）  フルーツ（洋梨缶）
 すまし汁（菜の花）  みそ汁（ごぼう）  みそ汁(えのき)  すまし汁（そうめん）  すまし汁（たけのこ）  みそ汁（玉ねぎ）  スープ（しめじ）

７（日） ８（月） ９（火） １０（水） １１（木） １２（金） １３（土）
 あんぱん  わかめ粥  ロールパン（いちごジャム）  全粥  はちみつパン  卵雑炊  ミニ黒糖ツイスト
 牛乳  小松菜の炒めもの  野菜のコンソメ煮  ひじき煮  カリフラワのソテー  炒り豆腐  野菜とツナのトマト煮

 フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 金時豆・ジョア  たいみそ・ミルージュ  うぐいす豆・ヤクルト
 米飯  カレーライス  米飯  米飯  わかめご飯（ミニ）  米飯
 鯖の照り焼き  カリフラワーのサラダ  赤魚の山椒焼き  豚肉のしぐれ煮  醤油ラーメン  豚と蓮根の煮物
 春雨の炒めもの  フルーツ（ミックス）  なすの揚げ浸し  里芋の田楽  野菜炒め  ピーマンの金平
 ブロッコリーとしらすのおろし和  スープ（大根）  キャベツのドレッシング和え  ほうれん草のピーナツ和え  やわらか杏仁豆腐  とろろ和え
 すまし汁（わかめ）  みそ汁（そうめん）  すまし汁（はんぺん）  すまし汁（たけのこ）

間食  コーヒー、紅茶  カフェオレ  カルピスウォーター  ミルク紅茶  抹茶豆乳ラテ  グリンティー  野菜ジュース
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 肉豆腐  親子煮  鱈のチリソース煮  鶏肉のタルタル焼き  五目玉子  つくねハンバーグ  揚げだし豆腐中華あん

 ナムル  卯の花  青梗菜のソテー  さつま芋のレモン煮  厚揚げと蓮根の煮物  菜の花の辛子和え  南瓜の煮物
 梅干し  フルーツ（みかん缶）  ピーマン漬  フルーツ（もも缶）  きゅうり漬け  しば漬  きゅうり漬
 みそ汁（おつゆ麩）  みそ汁（キャベツ）  すまし汁（豆腐）  スープ（小松菜）  みそ汁（えのき）  みそ汁（大根）  みそ汁（しめじ）

１４（日） １５（月） １６（火） １７（水） １８（木） １９（金） ２０（土）
 季節のジャムパン  全粥  ロールパン（ブルーベリジャム）  野菜雑炊  ミニ食パン（抹茶）  卵雑炊  豆乳クリームパン
 野菜のコンソメ煮  スナップエンドウとひき肉の炒め  大豆とベーコンのスープ煮  キャベツ炒め  野菜のカレー煮  ひじき煮  ほうれん草のソテー
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 米飯  ゆかりご飯（ミニ）  米飯  赤飯（お誕生日会）  米飯  米飯  米飯
 赤魚の煮付け  焼きそば  あんこうの和風グラタン  春野菜の天ぷら盛  めばるのごま味噌焼き  筑前煮  白身魚のムニエル
 切干大根の炒め煮  いかと青梗菜の中華サラダ  インゲンのツナ炒め  茶碗蒸し  さつま芋の甘煮  茄子とピーマンの炒め物  マカロニと野菜のコンソメ煮

 白菜のゆず和え  いちごゼリー  キャベツの菜種和え  イチゴ  もずく酢  大根の酢の物  ブロッコリーサラダ
 みそ汁（豆腐）  スープ（冬瓜）  すまし汁（昆布）  赤だし汁（豆腐）  すまし汁（卵）  みそ汁（じゃが芋）  コーンポタージュ

ビール・ジュース
間食  アップルティー  ジョア  カルピスウォーター  ケーキ・紅茶  豆乳カフェオレ  ミルク紅茶  ヤクルト400LT

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 野菜のキッシュ風  鯖の塩焼き  鶏じゃが  焼き酢豚  牛肉の甘辛炒め  鯖の有馬煮  和風ハンバーグおろしポン酢かけ

 ジャーマンポテト  厚揚げとふきの煮物  ブロッコリーのドレッシング和え  大根サラダ  豆腐のなめこあん  もやしとさつま揚げの炒め物  オクラのなめたけ和え

 フルーツ（もも缶）  しば漬  べったら漬  きゅうり漬  ピーマン漬  フルーツ(みかん缶)  しば漬
 スープ（玉ねぎ）  みそ汁（里芋）  みそ汁（しめじ）  すまし汁（えのき）  みそ汁（油揚げ）  すまし汁（昆布）  すまし汁（春菊）

２１（日） ２２（月） ２３（火） ２４（水） ２５（木） ２６（金） ２７（土）
 イチゴジャムパン  茶粥  きなこクリームサンド  鮭雑炊  ミニ食パン（いちご）  全粥  ミニショコラツイスト
 大根のサラダ  なすのそぼろ煮  アスパラの卵炒め  切干大根の炒め煮  スパゲティサラダ  厚揚げの煮物  じゃが芋と野菜のカレー炒め

 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 うぐいす豆・牛乳  金時豆・牛乳  たいみそ・牛乳

 米飯  米飯  五目ちらし寿司  米飯  米飯  菜めし（ミニ）  米飯
 鶏の唐揚げ  鰆の木の芽焼き  金平ごぼう  ホキのもろみ味噌焼き  豚肉のオイスターソース炒め  鶏南蛮そば  回鍋肉
 れんこんの煮物  厚揚げの煮物  インゲンの辛子和え  里芋の利休煮  ひじき煮  さつま揚げと蕗の炒め煮  蒸ししゅうまい
 白菜ゆかり和え  オクラのなめたけ和え  みそ汁（豆腐）  ほうれん草の柚子浸し  大根とわかめの青じそドレ和え  もずく酢  フルーツ（もも缶）
 みそ汁（もやし）  かきたま汁  すまし汁（そうめん）  みそ汁（南瓜）  すまし汁（豆腐）

間食  りんごジュース  オリゴワン（食物繊維）  カフェオレ  ジョア  ヤクルト400LT  紅茶  ミルージュ
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 豆腐とえびの旨煮  豚と大根の照り煮  牛肉とじゃが芋の甘辛煮  蒸し鶏の野菜あんかけ  スペイン風オムレツ  鯵の甘辛煮  鶏肉の胡麻照り焼き
 さつま芋のレモン煮  キャベツのおかか炒め  もやしのカレー醤油炒め  卯の花  カレーコロッケ  ごぼうの卵とじ  れんこんの煮物
 ピーマン漬  フルーツ（白桃缶）  フルーツ（みかん缶）  しば漬  きゅうり漬  きざみたくあん  高菜漬
 スープ（もずく）  みそ汁（里芋）  みそ汁（白菜）  みそ汁（キャベツ）  スープ（カリフラワー）  みそ汁（さつま芋）  みそ汁（わかめ）

 ２８（日） ２９（月） ３０（火）
 あんぱん  鮭粥  ミニ山シュガー
 インゲンの卵炒め  さつま揚げの炒め煮  野菜のトマト煮
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 金時豆・ジョア
 米飯  米飯  米飯
 鰆の塩焼き  ミートローフ  鶏のマヨ醤油焼き
 切干大根の炒め煮  アスパラとベーコンのカレー炒め  さつま芋の煮物
 ポテトサラダ  野菜サラダ  ブロッコリーの辛子和え

 みそ汁（もやし）  スープ（ほうれん草）  みそ汁（白菜）
間食  カルピスウォーター  野菜ジュース  ヤクルト400LT

 米飯  米飯  米飯
 豚肉の生姜炒め  牛肉と筍の山椒炒め  鯵の味噌煮
 ほうれん草のソテー  里芋の煮物  インゲンのピーナツ和え

 きゅうり漬  高菜漬  きゅうり漬
 すまし汁（おくら）  みそ汁（しめじ）  かきたま汁

串カツ・綿菓子・コーヒー・紅茶

 　　ちらし寿司
 　　鰆の木の芽焼き
 　　だし巻きたまご・ミートボール
 　　キャベツと若布の酢の物
 　　ポテトサラダ・炊き合わせ
 　　フルーツ・甘味

～屋台～
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昼
　
食

～花見弁当～

○○ 献 立  表 ○○

◎お花見弁当

◎屋台（綿菓子・串カツ等）
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食


