
4月1日(水) 4月2日(木) 4月3日(金) 4月4日(土)

バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

牛乳 牛乳 みそ汁 コーヒー

ツナサラダ ハムサラダ 切干大根の煮物 マンゴープリン

ふりかけ、たくあん漬け

たけのこ御飯 ご飯 ご飯 ご飯

かきあげ モダン焼き ネギポンから揚げ ぶりのピリ辛照り焼き

鯵と胡瓜の酢味噌和え ほうれん草とツナのサラダ じゃこ入り和風ポテトサラダ がんもどきの野菜あん

吸い物(花麸) オクラ納豆 春雨の酢のもの もやしのカレ－炒め

みそ汁(玉葱､板ふ) みそ汁(油揚げ､大根) みそ汁(豆腐､しめじ)

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

豚肉の七味焼き 煮魚 鯖のホイル焼き 大根と鶏肉の味噌煮

豆腐とニラの炒め物 にらレバー炒め ツナじゃが ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽﾍﾞｰｺﾝ巻き

小松菜の菜種和え 厚揚げの煮物 小松菜のおひたし 大豆の昆布煮

4月5日(日) 4月6日(月) 4月7日(火) 4月8日(水) 4月9日(木) 4月10日(金) 4月11日(土)

クリ－ム小町 バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

野菜と果物のジュース 牛乳 みそ汁 コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁 コーヒー

ヨ－グルト チーズサラダ 竹の子のおかか和え(朝用） ツナサラダ ハムサラダ うの花煮 ミックスフル－ツ

ふりかけ、たくあん漬け ふりかけ、佃煮昆布

ご飯 ご飯 ご飯 しらす丼 ご飯 ご飯 ご飯

牛肉の甘辛煮 鮭のフライ メンチカツ 揚げだし豆腐 ひじきハンバ－グ おでん 鶏肉と白ネギの照り焼き

じゃが芋の含め煮 かぼちゃのマッシュサラダ チーズ入りスクランブルエッグ わけぎのぬた和え カレー風味ポテトサラダ イカとオクラの納豆和え ツナときゅうりのバンバンジー

小松菜の菜種和え きゅうりワカメ酢の物 塩昆布の和え物 つみれ汁 ほうれん草のお浸し みそ汁(豆腐､なめこ) 卵豆腐

みそ汁(玉葱､板ふ) 赤だし みそ汁(豆腐､わかめ) みそ汁(玉葱､板ふ) みそ汁(油揚げ､わかめ)

ハヤシライス ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ガーリックベーコンサラダ 豚肉の炒め煮 赤魚のみそ煮 豚キムチ炒め 魚のあんかけ すきやき風煮 さわらの西京焼き

にらともやしの卵とじ オクラとツナの和え物 野菜炒めカレ－風味 かぼちゃのそぼろ煮 大根とﾍﾞｰｺﾝのﾊﾞﾀｰ醤油炒め ピ－マン卵 野菜ソテ－

チョコウエハース 里芋の味噌煮 大豆の昆布煮 玉ねぎとカニカマの胡麻ダレサラ 変わりきんぴら 厚揚げのしょうが煮 鶏レバ－の甘辛煮

4月12日(日) 4月13日(月) 4月14日(火) 4月15日(水) 4月16日(木) 4月17日(金) 4月18日(土)

クリ－ム小町 バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

野菜と果物のジュース 牛乳 みそ汁 コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁 ミルクココア

ヨ－グルト チーズサラダ オクラとおかかの和え物（朝用） ツナサラダ ハムサラダ 鶏肉のきんぴら（朝用） カットりんご

ふりかけ、佃煮昆布 ふりかけ、たくあん漬け

ご飯 ご飯 チキンカツカレ－ ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

さばといんげんのみそ煮 おろしハンバーグ 菜果サラダ ぶりのから揚げ プルコギ さわら照り焼き 醤油ラーメン

筑前煮 若竹煮 バナナ 茶碗蒸し キャベツの炒め物 筑前煮 野菜ソテ－

カリフラワ－のマヨネ－ズかけ マカロニサラダ しそ納豆 なまり節と大根おろし レタスの醤油ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え カルピス寒天

みそ汁(豆腐､しめじ) みそ汁(キャベツ） みそ汁(豆腐､なめこ) みそ汁(油揚げ､玉葱) 豚　汁

牛丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

きゅうりワカメのキムチ和え 魚の蒲焼き たらのムニエル 鶏肉のホイル焼き あじの塩焼き 豚肉ときのこの味噌炒め かれいの卸煮

人参のマスタード和え ｿｰｾｰｼﾞと小松菜のｵｲｽﾀｰ炒め ひじきの煮物 桜えびの和え物 絹さやと鶏肉の玉子とじ 大根とツナの煮物 卵豆腐しめじあんかけ

ワカメス－プ 白菜の煮浸し にらともやしの卵とじ 金時豆 はるさめサラダ 小松菜胡麻和え じゃが芋といんげんの煮物

4月19日(日) 4月20日(月) 4月21日(火) 4月22日(水) 4月23日(木) 4月24日(金) 4月25日(土)

デニッシュバター バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

フルーツミックスジュース 牛乳 みそ汁 コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁 コーヒー

ヨ－グルト チーズサラダ じゃが芋と鶏そぼろ煮（朝） ﾎﾟﾃﾄサラダ（朝用） ハムサラダ 竹の子のおかか和え(朝用） マンゴープリン

ふりかけ、佃煮昆布 ふりかけ、しば漬け

ご飯 ご飯 豆ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

クリームシチュー 焼きそば 魚のフライ チキン南蛮 鮭の柚子味噌焼き 八宝菜 揚げ魚風梅肉あんかけ

大根サラダ ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽﾍﾞｰｺﾝ巻き 三色いなりの煮物 ぜんまいの煮物 野菜と竹輪のそぼろ煮 豆腐サラダ ほうれん草とツナのサラダ

バナナ 冷ややっこ 赤だし 竹輪とオクラの納豆和え 絹さやと鶏肉の玉子とじ えびシュ－マイ 豆腐の田楽

みそ汁(キャベツ） みそ汁(豆腐、えのき) みそ汁(豆腐､わかめ) 玉子の中華風スープ みそ汁(油揚げ､ｷｬﾍﾞﾂ)

親子丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ツナおろしやっこ 豚肉とピーマンの炒め物 牛肉とごぼうの玉子とじ さばの葱みそ焼き 肉じゃが さば塩焼き 鶏ささ身と小松菜のくず煮

セロリと胡瓜の酢の物 ナムル 切り干し大根のピリ辛サラダ 鶏レバ－のピリ辛ソテー ひじきの炒め煮 ウインナーソテー 切り干し大根のピリ辛サラダ

しば漬け、みそ汁 とうろく豆煮 人参のグラッセ いんげんのごま和え 小松菜と油あげの煮浸し セロリと胡瓜の酢の物 厚揚げの卵とじ

4月26日(日) 4月27日(月) 4月28日(火) 4月29日(水) 4月30日(木)

デニッシュチョコ バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン

りんごストレートジュース 牛乳 みそ汁 コーヒー牛乳 牛乳

ヨ－グルト チーズサラダ オクラとおかかの和え物（朝用） ツナサラダ ハムサラダ

ふりかけ、佃煮昆布

ご飯 [Ａ]チャ－ハン、醤油ラーメン ご飯 ご飯 ご飯

ポークピカタ [Ｂ]炊き込み御飯、きつねうどん 串焼き ピーマンのコーン入り肉詰め お好み焼き

油揚げの炒め物 [共]レタスの醤油ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え なすの醤油炒め かぼちゃの小倉煮 ふきとたけのこ炊合せ

オクラのゆかり和え [共]フル－ツヨ－グルト こんにゃくの土佐煮 茎わかめとシラス干の煮物 胡瓜とハムの酢の物

みそ汁(ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ､ﾜｶﾒ) みそ汁(玉葱､板ふ) みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ､ﾈｷﾞ) みそ汁(豆腐、えのき)

三色丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

胡瓜と山芋の酢の物 肉豆腐 あじの蒲焼き 魚の酢豚風 鮭のちゃんちゃん焼き

たくあん漬け もやしとハムの辛子醤油和え コーン和え ナムル 五目きんぴら

ベーコンス－プ 人参のきんぴら いんげんのピーナッツ和え キャベツの胡麻和え ゆでブロッコリ－
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