
平成25年 3月度 　　　　　　献　　立　　表

月 火 水 木 金 土 日
小豆粥　　牛乳 2

朝
食

パン　　牛乳 3 パン　　コーヒー牛乳
出し巻　　いりこ味噌 じゃが芋と豚のポトフ オムレツ1

昼
食

ごはん　煮込みハンバーグ

フルーツ　味噌汁
鈴焼き

おにぎり　 ごはん　太刀魚の香味焼き
キャベツのサラダ 特製ラーメン もやしの炒め煮

えびシューマイ　フルーツ フルーツ　味噌汁
お

や

つ

よもぎ蒸しケーキ りんごゼリー
コーヒー

キャベツの和え物

レモンティー

夕
食

ごはん　鱈の南蛮漬け ごはん　鶏のｵﾆｵﾝｿｰｽ焼き ごはん　麻婆豆腐

フルーツ　味噌汁 フルーツ　味噌汁
茎わかめの煮物 白才の和え物

玄米粥　梅びしお　牛乳 7 パン　　牛乳
卯の花　 大根サラダ サイコロ高野の煮物 10 パン　　コーヒー牛乳

法蓮草のスープ仕立て

豆乳プリン　中華スープ
朝
食 4 雑炊　　牛乳 5 パン　　牛乳 6 卵のムース 煮浸し　　 オムレツ8 サケ雑炊　　牛乳 9 パン　　牛乳

昼
食

菱形寿司 ごはん　白身魚フライ 牛丼 ごはん　ミートローフ ちりめんおにぎり

フルーツ　あさり汁 フルーツ　味噌汁 フルーツ　のっぺい汁 いちごヨーグルト　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

ごはん　鯵の若狭焼き ごはん　牛肉と青梗菜の炒め物
法蓮草の和え物 里芋の白煮 菜の花の和え物 春キャベツのサラダ 肉うどん　 豆腐サラダ 春雨サラダ

白才の和え物　ｱｾﾛﾗｾﾞﾘｰ フルーツ　味噌汁 フルーツ　清汁
お

や

つ

菱ようかん 和菓子 手作りバナナケーキ ワッフル もみじ饅頭 黒糖焼き Ａ抹茶カステラ　Ｂベビーシュー
昆布茶 コーヒー レモンティー ほうじ茶 グリンティー Ｃ苺のロールケーキ　コーヒー

ごはん　鶏の梅風味焼き ごはん　白身魚の野菜あんかけ ごはん　擬製の豆腐銀あんかけ

フルーツ　清汁 フルーツ　味噌汁 マンゴープリン　味噌汁 フルーツ　かき玉汁

ごはん　鶏の山椒煮 木の葉丼
べーじゃが 蓮根の炒め生酢 一口ヒロウスの煮物 牛蒡と揚げの炒め煮 小松菜の煮浸し 炒め煮 糸昆布と豚の煮物
ごはん　赤魚の魚田煮

フルーツ　味噌汁
朝
食 11 卵雑炊　　牛乳 12 パン　　牛乳 13 大根雑炊　　牛乳

夕
食

ごはん　豚の鍬焼き

パン　　牛乳 15 茶粥　　牛乳　 梅びしお 16 パン　　牛乳
フルーツ　味噌汁 フルーツ　味噌汁

17 パン　　コーヒー牛乳
蓮根と鶏の炒り煮 豆乳スープ ひじきの煮物 キャベツのソテー 変わり出し巻 クラムチャウダー 白才のスープ仕立て14

昼
食

ごはん　鯖の味噌煮 ごはん　鰤大根 ごはん　手作りとんかつ カレーライス ごはん　鰆の焼き浸し

みつ豆　清汁 フルーツ　味噌汁 豆乳プリン　味噌汁 漬物　ブルーベリーヨーグルト

春のちらし寿司 ごはん　ﾁｷﾝﾎﾞｰﾙの照り煮
炒り豆腐 葉の花と烏賊の酢味噌和え 白才の煮浸し 大根サラダ 法蓮草の和え物 白才と三つ葉の和え物 大根サラダ

フルーツ　薩摩汁 フルーツ　清汁 マンゴープリン　味噌汁
お

や

つ

手作りぶどうゼリー 黒糖水ようかん いちごクレープ メロンゼリー 原宿ドッグ 小豆ムース 黒糖焼き
ミルクティー コーヒー かりん湯
あさりご飯　赤魚の生姜煮 ごはん　千草蒸し ごはん　肉豆腐

マンゴープリン　味噌汁 フルーツ　味噌汁 フルーツ　清汁 フルーツ　味噌汁

ごはん　豚の塩ダレ ごはん　ホッケ塩焼き
小松菜の和え物 ヒロウスの煮物 牛蒡サラダ 小松菜の和え物 バンサンスー じゃが芋と絹揚げの煮物 さつま芋の煮物
ごはん　和風ハンバーグ

フルーツ　味噌汁
朝
食 18 麦粥　　牛乳　のり佃煮 19 パン　　牛乳 20 茶粥　　梅びしお　牛乳

夕
食

ごはん　鶏の油淋ソース

パン　　牛乳 22 しらす粥　　牛乳　のり佃煮 23 パン　　牛乳
フルーツ　味噌汁 フルーツ　味噌汁

24 パン　　コーヒー牛乳
ぜんまいの煮物 白才のサラダ 鶏の炒り煮 豆乳スープ ひじきと干瓢の煮物 スクランブエッグ キャベツのサラダ21

昼
食

親子丼 ごはん　鮭の七味焼き おにぎり　海鮮焼きそば ごはん　鶏の鍬焼き 雑炊

フルーツ　味噌汁 フルーツ　 やわらか杏仁豆腐　わかめｽｰﾌﾟ フルーツ　味噌汁

ごはん　肉じゃが ごはん　鱈のｸﾘｰﾑｿｰｽかけ
キャベツの和え物 南瓜のそぼろ煮 法蓮草の和え物 小松菜の煮浸し よせ鍋 白才の和え物 夫婦焚き

梅くらげ　フルーツ フルーツ　なめこ汁 フルーツ　味噌汁
お

や

つ

苺ゼリー マフィン ぼたもち 抹茶じぐれ 林檎ゼリー プチシュークリーム シークワーサーゼリー
Ａコーヒー　Ｂココア 昆布茶 ほうじ茶 コーヒー

ごはん　野菜ハンバーグ ごはん　ホキの銀あんかけ ごはん　豚の和風炒め

フルーツ　味噌汁 中華スープ フルーツ　味噌汁 フルーツ　味噌汁

ごはん　鮭の若狭焼き ごはん　とん平焼き
小松菜の煮浸し モヤシの和え物 煮浸し 卵とじ 葱とあさりの酢味噌和え 煮浸し 割干大根炒め煮
ごはん　メルのムニエル

フルーツ　味噌汁
朝
食 25 玄米粥　　牛乳　梅びしお 26 パン　　牛乳 27 鶏雑炊　　牛乳

夕
食

ごはん　酢豚

パン　　牛乳 29 卵雑炊　　牛乳 30 パン　　牛乳
フルーツ　清汁 アロエヨーグルト　味噌汁

31 パン　　コーヒー牛乳
鶏大根煮物 カレースープ 法蓮草の和え物 サラダ 炒め煮 鶏と大根のクリーム煮 玉葱とﾂﾅのﾐﾆｵﾑﾚﾂ28

昼
食

ごはん　コロッケ（2種） 赤飯　刺身3種盛り ごはん　鰆の若狭焼き ごはん　牛肉のすき焼き風 駅弁当　炊き込みご飯　こごみ

フルーツ　コンソメスープ フルーツ　手作り茶碗蒸し マンゴープリン　味噌汁 フルーツ　味噌汁

カレーライス ごはん　鮭の南部焼き
白才の和え物 茎わかめ煮物 さつま芋のかき揚げ 青梗菜のお浸し 鮭塩焼き　出し巻　紅かまぼこ ブロッコリーのサラダ 卯の花

牛しぐれ煮　フルーツ　ﾐﾆｿﾊﾞ 漬物　ヨーグルトの苺ｿｰｽかけ フルーツ　味噌汁
お

や

つ

手作り小豆ゼリー 原宿ドック なまはげ 黒糖焼き ワッフル コーヒゼリー

フルーツ　中華スープ　 フルーツ　味噌汁

田舎饅頭
紅茶 昆布茶 グリンティー コーヒー 緑茶

法蓮草の和え物 白才とイカのとろみ炒め
夕
食

ごはん　太刀魚の焼き浸し ごはん　鶏のマスタード焼き ごはん　麻婆豆腐 ひじきごはん　赤魚の山椒煮 ごはん　八宝菜

フルーツ　味噌汁 フルーツ　清汁 フルーツ　味噌汁 フルーツ　味噌汁 フルーツ　清汁

ごはん　白身魚のｼﾞﾝｼﾞｬｰｿｰｽ ごはん　鶏のマーマレード
五目蒸しの葛あん 炒め煮 ブロッコリーのサラダ じゃが芋と絹揚げの煮物 胡瓜とﾁﾘﾒﾝの甘酢和え
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