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2023年

⽇ ⽇ 1 ⽇ 2 ⽇ 3 ⽇ 4 ⽇ 5 ⽇

抹茶ｼﾌｫﾝｹｰｷ みるくまんじゅう ひなあられ／⽢酒 ﾁｮｺｸﾚｰﾌﾟ／コーヒー⽜乳

メロンゼリー 梅ゼリー ⽔ようかん／⽢酒 ﾁｮｺｾﾞﾘｰ／コーヒー⽜乳

はちみつねりうめ

ふわふわたまごのみそしる ほうれんそうともやしのみそしる

ごはん

豚⾁と⽩菜のすき煮

ごはん

きゃべつのさらだ

ｷｬﾍﾞﾂのｻﾗﾀﾞ

たきあわせ

（⽉）

⽟⼦焼き
きりぼしだいこんとまめのさらだ

切り⼲し⼤根と⾖のサラダ

特別養護⽼⼈ホーム たちばなホーム

ｱｾﾛﾗｾﾞﾘｰ／ﾐﾙｸｺｺｱ

もやしとコーンのサラダ

しばづけ

しば漬け

ぶたにくとはくさいのすきに

しめじとわかめの味噌汁

⼣
 
⾷

おやつ
上︓普 下︓ｾﾞﾘｰ

朝
 
⾷

昼
 
⾷

菱形寿司

ごはん

しろなとベーコンのソテー

⼩松菜と⾥芋の味噌汁

なっとう

うのはな

⼤根の⾹味ドレ和え

ｷｬﾍﾞﾂの⼟佐酢和え

⽜蒡と⼈参の味噌汁

キーマカレー

だいこんのこうみどれあえ

らっきょうつけ

こんぶだいずに

※ 都合により、献⽴内容が⼀部変更になる場合がございます。

てまり麩のすまし汁

ごはん
とりにくのにんにくしょうゆやき

昆布⼤⾖煮
ｷｬﾍﾞﾂのとさずあえ

3

えびつみれのにものぷれーんおむれつ

きゃべつときぬあげのみそしるこまつなとさといものみそしる

ごはん

（⽕） （⼟）

いわしつみれのにもの

プレーンオムレツ

ごはんごはん
たまごやき

鰯つみれの煮物

（⽔） （⽊） （⾦）

れんこんとぶたにくのいりに

ひしがたすし

ごぼうとぶたにくのりきゅうに

鯖の⻄京焼き⽩⾝⿂のｿﾃｰ

ごはんごはん

じゃがいものそぼろに

納⾖

ぶたにくのばたーしょうゆいため しろみさかなのそてー

しろなとべーこんのそてー

はくさいとえのきのみそしる

⽩菜とエノキの味噌汁

じゃがいものそぼろ煮

豚⾁のバター醤油炒め

ｷｬﾍﾞﾂと絹揚げの味噌汁

⾚飯

⼤根とわかめの味噌汁
てまりふのすましじる

蓮根と豚⾁の炒り煮
ちゃわんむし

卯の花

茶碗蒸し
だいこんとわかめのみそしる

⽟ねぎの味噌汁

⽜蒡と豚⾁の利休煮

たまねぎのみそしる

もやしとこーんのさらだ

かりふらわーのさらだ

ごぼうとにんじんのみそしる

ｶﾘﾌﾗﾜｰのサラダ

ミルク寒天マンゴーソース

らっきょう漬

みるくかんてんまんごーそーす

鶏⾁のにんにく醤油焼き
やっことうふ

豚カツのおろしあんかけ
とんかつのおろしあんかけ

おつゆ麩の味噌汁
わさびのざわなつけ

ごはん
さけのくりーむそーすがけ

鮭のｸﾘｰﾑｿｰｽがけ
はくさいのあえもの

⽩菜の和え物
おつゆふのみそしる

わさび野沢菜漬 のり佃煮

はたけなとつなのいためもの

はちみつ練り梅

ほうれん草ともやしの味噌汁

きざみたくあん

ふわふわ卵の味噌汁
しめじとわかめのみそしる

きゃべつとしめじのいためもの

ｷｬﾍﾞﾂとしめじの炒め物 畑菜とツナの炒め物

⽟ねぎと⼩松菜のすまし汁

にゅうさんきんいんりょう

奴⾖腐
かまぼことたまねぎのすましじる

蒲鉾と⽟ねぎのすまし汁
のりつくだに

乳酸菌飲料
ぱいんかん

パイン⽸

ごはん

炊き合わせ

たまねぎとこまつなのすましじる

もやしのあえもの

さばのさいきょうやき

刻みたくあん

週 間 予 定 献 ⽴ 表

ごはん

（⽇）

えびつみれの煮物

⽉

もやしの和え物

⼤根とねぎの味噌汁
だいこんとねぎのみそしる

ひな祭り

ふりかけ
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2023年 2023年

6 ⽇ 7 ⽇ 8 ⽇ 9 ⽇ 10 ⽇ 11 ⽇ 12 ⽇

ﾌｧﾝｼｰｹｰｷ 苺あんシュー
ﾘﾝｺﾞｾﾞﾘｰ 苺ゼリー ⿊糖⽔ようかん

梅ゼリー／ﾐﾙｸｺｺｱ

豚汁

薄⽪まんじゅう ⿊糖まんじゅう

れもんちきん

鶏の柔らか煮

⼤根と⼩エビの炒め物

⾥芋と⼤根葉の味噌汁
めろんぜりー

⽩菜とｲﾝｹﾞﾝの⽩ごまあえ

あさりと油揚げの味噌汁

ほうれんそうのみそしる しろなとしいたけのみそしる

ひじきとハムの和⾵ｻﾗﾀﾞ

メロンゼリー

ごはん

だいこんといかのとろみいため さといもとちくわのにもの

⾥芋と⽵輪の煮物
あすぱらとこーんのさらだ

しろなと椎茸の味噌汁 ⼤根と⼤根葉の味噌汁

キャベツのバジルドレサラダｷｬﾍﾞﾂとなめこの和え物 ⾖腐とねぎの味噌汁
とうふとねぎのみそしる

（⼟）（⽉） （⽕） （⽊）（⽔） （⾦） （⽇）

おやつ
上︓普 下︓ｾﾞﾘｰ

※ 都合により、献⽴内容が⼀部変更になる場合がございます。 特別養護⽼⼈ホーム たちばなホーム

かつお練り梅お茶漬ミックス わかめと⼈参の味噌汁 桜漬 しば漬 ピーマン漬

とんじる

おちゃつけみっくす わかめとにんじんのみそしる さくらつけ しばつけ ぴーまんつけ かつおねりうめ

ヨーグルト ⽟ねぎとわかめの味噌汁南⽠の味噌汁 たまご⾖腐
かぼちゃのみそしる

⾦平ごぼう ⽩菜のレモン⾵味
ちゅうかすーぷたまごとうふ あさりとあぶらあげのみそしる

中華スープ

菜の花と油揚げの煮びたし

レモンチキン
はくさいのれもんふうみ だいずときゃべつのじゃこいためきんぴらごぼう なのはなとあぶらあげのにびたし

ホキのグリル⽩⾝⿂のカツ
ひじきとはむのわふうさらだ うまいなとあぶらあげのあえもの

うまい菜と油揚げの和え物⼤⾖とキャベツのじゃこ炒め

おでん ⼋宝菜⽩⾝⿂の⾹草パン粉焼き

洋梨⽸そうめんの味噌汁 ﾖｰｸﾞﾙﾄはちみつｿｰｽ

ごはん ごはん わかめごはん ごはん

南⽠ムース／ミルクティー
きな粉ｶｯﾌﾟｹｰｷ
きな粉ゼリー

にくじゃが おやこどん かきあげそば ぎゅうにくのわふういため しろみさかなのあげびたし

⾁じゃが ⽜⾁の和⾵炒め ⽩⾝⿂の揚げびたし親⼦丼 かき揚げそば ハンバーグ

ごはん

ようなしかん

きぬあげとぐりーんぴーすのにもの

みかんかん

はんばーぐ

⼤根葉と平天の⾚だし ⻘梗菜とあさりの味噌汁 アスパラとコーンのサラダ

ちんげんさいとあさりのみそしる

だいこんとしめじのみそしる

菜の花の和え物

⼩松菜ともやしの味噌汁
ふわふわたまごのみそしる こまつなともやしのみそしる

ごはん
⽩菜とねぎの味噌汁 ⼤根としめじの味噌汁ふわふわ⽟⼦の味噌汁

⽉

ごはん ごはん

ごはん

かにしゅうまい いそまきたまご

ひじき炒り煮

磯巻き⽟⼦
ちんげんさいとべーこんのそてー

はくさいとねぎのみそしる

なのはなのあえもの

すくらんぶるえっぐかいせんとうふすてーき

みかん⽸

よーぐると たまねぎとわかめのみそしる

だいこんとだいこんばのみそしる

だいこんばとひらてんのあかだし

くろまめがんものにもの

きゃべつのばじるどれさらだ

やまいもとひらてんのにもの こまつなとぶたにくのいためもの

⼩松菜と豚⾁の炒め物⼭芋と平天の煮物

ほうれん草の味噌汁

あかうおのてりに

ｷｬﾍﾞﾂと豚⾁のソテー

⾚⿂の照り煮

ごはん

ちんげんさいときぬあつあげのあえもの

⻘梗菜と絹厚揚げの和え物

きゃべつとぶたにくのそてー

ごはん
ぶどうゼリー

さといもとだいこんばのみそしる

⼣
 
⾷

そうめんのみそしる

しろみさかなのかつ

⽩⾝⿂揚げの煮物 海鮮⾖腐ステーキ

ほうれん草の洋⾵お浸しスパゲティサラダ

昼
 
⾷

ほきのぐりる

ひじきいりに

ハムチーズピカタ
朝
 
⾷

ごはん ごはん ごはん

もやしとウインナーのｿﾃｰ

ホッケの塩焼き
すぱげてぃさらだ

週 間 予 定 献 ⽴ 表

ごはん

はくさいといんげんのしろごまあえ ほうれんそうのようふうおひたし もやしとういんなーのそてー

はむちーずぴかた

スクランブルエッグ カニ焼売

3

⻘梗菜とベーコンのソテー

とりのやわらかに

しろみさかなあげのにもの ほっけのしおやき

ごはん

セロリのコンソメスープ

⼤根とイカのとろみ炒め ⿊⾖がんもの煮物
きゃべつとなめこのあえもの

よーぐるとはちみつそーす

絹揚げとｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽの煮物

せろりのこんそめすーぷ

おでん しろみさかなのこうそうぱんこやき はっぽうさい

ごはん

だいこんとこえびのいためもの

ごはん

ふりかけ
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2023年 2023年

13 ⽇ 14 ⽇ 15 ⽇ 16 ⽇ 17 ⽇ 18 ⽇ 19 ⽇

オレンジゼリー
苺ミルクプリン

ひじきと豚⾁の炒め煮
ほうれんそうとひらてんのあえもの

ほうれん草と平天の和え物
きぬあげとだいこんばのみそしる

絹揚げと⼤根葉の味噌汁

ババロアシュークリーム

はちみつレモンゼリー

⼤⾖と鶏⾁の煮物

ホッケの塩麴焼き

ごはん

ﾏﾄﾞﾚｰﾇ／ｺｰﾋｰ⽜乳
ｷｬﾗﾒﾙｾﾞﾘｰ／ｺｰﾋｰ⽜乳

栗あんシュー
南⽠ムース

ごはん

鶏⾁の唐揚げ
ほっけのしおこうじやき

⾥芋とわかめの味噌汁 そうめんの味噌汁

ｷｬﾍﾞﾂと⽵輪のサラダ 三⾊稲荷の煮物

⽜⽫
だいずととりにくのにものちぐさやき きゃべつとちくわのさらだ

（⼟）（⽉） （⽕） （⽔） （⽊） （⾦） （⽇）

おやつ
上︓普 下︓ｾﾞﾘｰ

※ 都合により、献⽴内容が⼀部変更になる場合がございます。 特別養護⽼⼈ホーム たちばなホーム

桜漬わさび野沢菜漬 桜漬 ピーマン漬 しその実漬 つぼ漬 刻みたくあん

⽟ねぎと⼤根葉のすまし汁

わさびのざわなつけ さくらつけ ぴーまんつけ しそのみつけ つぼつけ きざみたくあん さくらつけ

ｷｬﾍﾞﾂとあさりの味噌汁 ⼤根の味噌汁 ⽟ねぎと油揚げの味噌汁 ごぼうと⼤根の味噌汁

奴⾖腐
きゃべつとあさりのみそしる だいこんのみそしる さといもとわかめのみそしる そうめんのみそしる たまねぎとあぶらあげのみそしる ごぼうとだいこんのみそしる たまねぎとだいこんばのすましじる

しろみさかなのそてー とりにくのさっぱりに

もやしと豚⾁の炒め物 絹揚げの煮物
もやしとぶたにくのいためもの きぬあげのにもの やっことうふ

おうごんかれいのしょうがに

鶏⾁のさっぱり煮⻩⾦カレイの⽣姜煮

ほうれんそうとあぶらあげのみそしる

ほうれん草と油揚げの味噌汁

⽩桃⽸ ごま⾖腐

ごはん

こまつなときぬあげのみそしる だいこんばとあさりのみそしる

ワッフル
ﾁｮｺｾﾞﾘｰ／ﾐﾙｸﾃｨｰ

⻘リンゴゼリー

⽩⾝⿂のｿﾃｰ

にゅうさんきんいんりょう

⼭芋とろろ

菜の花のすまし汁 ふわふわ⽟⼦の味噌汁 ⼩松菜と絹揚げの味噌汁 ⼤根葉とあさりの味噌汁 乳酸菌飲料
なのはなのすましじる ふわふわたまごのみそしる

やまいもとろろ はくとうかん ごまどうふ ぶろっこりーとひらてんのあえもの

じゃがいもと豚⾁の煮物 切り⼲し⼤根蓮根の炒めなます

ホキのピカタ
ひじきとぶたにくのいために れんこんのいためなます きんぴらごぼう／にまめ じゃがいもとぶたにくのにもの きりぼしだいこん はたけなとつなのいためもの きりぼしだいこんとぶたにくのにもの

ちらし寿司 銀ひらすの⾹味焼き 鶏そぼろと⽟⼦の⼆⾊丼 お好み焼き 味噌ラーメン
さばのみそに ぎんひらすのこうみやき とりそぼろとたまごのにしょくどん おこのみやき みそらーめん

椎茸の味噌汁

昼
 
⾷

⻨ごはん めはり寿司 ゆかりごはん ごはん

鯖の味噌煮

はくさいとねぎのみそしる しいたけのみそしる

ブロッコリーとツナのサラダ

ちらしずし

⽟ねぎと⼈参の味噌汁 ⽩菜と椎茸の味噌汁 ｷｬﾍﾞﾂ⽟ねぎの味噌汁 筍と⼈参の味噌汁 ⾥芋としめじの味噌汁

ほきのぴかた

⼤⾖ミートハンバーグチキンピカタ カニカマ⼊りだし巻き卵

⽩菜とねぎの味噌汁

ｷｬﾍﾞﾂの和⾵ドレサラダ
たまねぎとにんじんのみそしる はくさいとしいたけのみそしる きゃべつたまねぎのみそしる たけのことにんじんのみそしる さといもとしめじのみそしる

かにかまいりだしまきたまご

カニつみれの煮物 ほうれん草オムレツ ポテトミンチ巻き 照り焼き⾵⾁団⼦

切り⼲し⼤根 ⻘梗菜の和え物 さつまいもサラダ ⼤根とコーンのサラダ きゅうりの胡⿇酢和え

ぽてとみんちまき てりやきふうにくだんご ちきんぴかた

ぶろっこりーとつなのさらだ きりぼしだいこん ちんげんさいのあえもの さつまいもさらだ だいこんとこーんのさらだ

3 ⽉

朝
 
⾷

ごはん ごはん ごはん ごはん

週 間 予 定 献 ⽴ 表

ごはん
かにつみれのにもの ほうれんそうおむれつ

きゅうりのごますあえ きゃべつのわふうどれさらだ

ごはん ごはん
だいずみーとはんばーぐ

ぽーくちゃっぷ

ポークチャップ
さんしょくいなりのにもの

酒まんじゅう

⼣
 
⾷

千草焼き

ぎゅうさら とりにくのからあげ

切り⼲し⼤根と豚⾁の煮物⾦平ごぼう／煮⾖
あんにんとうふ

畑菜とツナの炒め物
もずくす

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰと平天の和え物 杏仁⾖腐 もずく酢

ごはんごはん ごはん ごはん

駅弁

ふりかけ
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2023年 2023年

20 ⽇ 21 ⽇ 22 ⽇ 23 ⽇ 24 ⽇ 25 ⽇ 26 ⽇

ごはん ごはん

⼀⼝がんもの煮物
ほうれんそうとあさりのみそしる

⼣
 
⾷

（⽔） （⽊） （⾦） （⽇）（⼟）

のり佃煮⾼菜漬

おやつ
上︓普 下︓ｾﾞﾘｰ

しその実漬 鯛味噌 刻みたくあん つぼ漬しば漬

※ 都合により、献⽴内容が⼀部変更になる場合がございます。 特別養護⽼⼈ホーム たちばなホーム

しめじの⾚だし
たかなつけ しばつけ しそのみつけ たいみそ きざみたくあん つぼつけ のりつくだに

⾥芋とエノキの味噌汁 ほうれん草とあさりの味噌汁 ⼩松菜とねぎの味噌汁 巻き麩のすまし汁 油揚げとわかめの味噌汁 キャベツと⼈参の味噌汁
まきふのすましじる あぶらあげとわかめのみそしる きゃべつとにんじんのみそしるこまつなとねぎのみそしる しめじのあかだし

⿊⾖がんもの炊き合わせ

筍と豚⾁の炒り煮 ほうれん草とちりめんの和え物 もやしと鶏⾁の炒め物 卯の花
たけのことぶたにくのいりに ほうれんそうとちりめんのあえもの もやしととりにくのいためもの うのはな

⽩菜といかのとろみ炒め

ごはん

はくさいといかのとろみいため

炊き合わせ

ごはん ごはん

鰯の⼭椒煮 クリームチキン豚⼤根
くろまめがんものたきあわせいわしのさんしょにほいこうろう たきあわせ しろみさかなのぐりる ぶただいこん くりーむちきん

⻘梗菜の味噌汁

誕⽣会

⽩桃⽸ ⽩菜ともやしの味噌汁

メロンゼリー／ﾐﾙｸﾃｨｰ
ｺｺｱｼﾌｫﾝｹｰｷ
ココアゼリー

⽩⾝⿂のグリル
ひとくちがんものにもの れんこんとちりめんのきんぴら

さといもとえのきのみそしる

回鍋⾁

マンゴー⽸ 春キャベツの浅漬 乳酸菌飲料
よもぎあんシュー
⽔ようかん

きゅうりとささみの酢の物

たまねぎとわかめのみそしる

⽟ねぎとわかめの味噌汁
まんごーかん はるきゃべつのあさつけ にゅうさんきんいんりょう ちんげんさいのみそしる はくとうかん はくさいともやしのみそしる

うまい菜とねぎの味噌汁
きゅうりとささみのすのもの

⽩菜と⽵輪の煮物 枝⾖とベーコンのソテー

コンソメスープ フルーツ寒天 ｶﾘﾌﾗﾜｰのサラダ ふわふわ⽟⼦の味噌汁 うまい菜と平天の和⾵ドレ和え

うまいなとねぎのみそしる こんそめすーぷ ふるーつかんてん かりふらわーのさらだ ふわふわたまごのみそしる うまいなとひらてんのわふうどれあえ

⽩菜と平天の炒め煮 ⼩松菜とツナの炒め物 奴⾖腐⼤根とハムのサラダ

豚⾁とキャベツの塩だれ炒め

はくさいとちくわのにもの えだまめとべーこんのそてー だいこんとはむのさらだ はくさいとひらてんのいために こまつなとつなのいためもの やっことうふ えびしゅうまい

鰆の若狭焼 ⽜⾁コロッケ 福神漬 ねぎとろ丼 ハンバーグ 鯖の塩焼き
ぎゅうにくころっけ ふくじんつけ ねぎとろどん はんばーぐ さばのしおやき ぶたにくときゃべつのしおだれいため

しろなと油揚げの味噌汁

昼
 
⾷

しょい飯 ごはん チキンカレー ごはん ごはん ごはん
さわらのわかさやき

絹揚げと⼈参の味噌汁 わかめともやしの味噌汁 ｷｬﾍﾞﾂと⾥芋の味噌汁 ⽟ねぎと絹揚げの味噌汁 うまい菜の味噌汁 ⼤根葉と⽟ねぎの味噌汁

スパゲティサラダ
きぬあげとにんじんのみそしる わかめともやしのみそしる きゃべつとさといものみそしる たまねぎときぬあげのみそしる うまいなのみそしる だいこんばとたまねぎのみそしる しろなとあぶらあげのみそしる

ひじき炒り煮 南⽠のサラダ もやしとｲﾝｹﾞﾝの胡⿇ドレサラダ ｷｬﾍﾞﾂとｳｲﾝﾅｰのｿﾃｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ｲﾝｹﾞﾝとﾍﾞｰｺﾝのｿﾃｰ

プレーンオムレツホッケのグリル チキンナゲット ⾥芋と豚⾁の煮物
ひじきいりに かぼちゃのさらだ もやしといんげんのごまどれさらだ きゃべつとういんなーのそてー ぶろっこりーのすろーさらだ

ぷれーんおむれつ

すぱげてぃさらだ

ミートオムレツ オレンジチキン ⽟⼦焼き

3 ⽉

朝
 
⾷

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

（⽉）

みーとおむれつ ちきんなげっと さといもとぶたにくのにもの

（⽕）

週 間 予 定 献 ⽴ 表

おれんじちきん たまごやき ほっけのぐりる

ごはんごはん

いんげんとべーこんのそてー

⽺羹ロール

海⽼焼売

蓮根とちりめんの⾦平

ごはん ごはん

ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ
ｷｬﾗﾒﾙｾﾞﾘｰ

ぶどうゼリー／ｺｰﾋｰ⽜乳
梅ゼリー

ふりかけ
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2023年 2023年

27 ⽇ 28 ⽇ 29 ⽇ 30 ⽇ 31 ⽇ ⽇ ⽇

リンゴゼリー

⼣
 
⾷

（⽇）（⽉） （⽕） （⽔） （⽊） （⾦） （⼟）

こうやとうふとぶたにくのさいころに

おやつ
上︓普 下︓ｾﾞﾘｰ

ごはん ごはん

お茶漬ミックス
ぴーまんつけ

⾼野⾖腐と豚⾁のサイコロ煮 ひじきと鶏⾁の炒め煮 うまい菜と絹揚げの炒め煮

おちゃつけみっくす

ふかしじゃが

梅びしお

※ 都合により、献⽴内容が⼀部変更になる場合がございます。

ピーマン漬 つぼ漬 しば漬

キャベツの味噌汁
しばつけ うめびしお

ふかしじゃが ⽩菜と蒲鉾の炒め煮
きゃべつのみそしる はくさいのすましじる だいこんばとあさりのみそしる えのきとわかめのみそしる

特別養護⽼⼈ホーム たちばなホーム

⽩菜のすまし汁 ⼤根葉とあさりの味噌汁 えのきとわかめの味噌汁 中華スープ
つぼつけ

ちゅうかすーぷ

ハンバーグ 鶏⾁の⾹味焼き
ひじきととりにくのいために うまいなときぬあげのいために はくさいとかまぼこのいために

みーとろーふ とりにくのもろみやき はんばーぐ とりにくのこうみやき にくだんごのあまずあん

ごはん

ミカン⽸ 椎茸の味噌汁 ちりめん⼭椒 桃⽸

⾁団⼦の⽢酢あん

ヨーグルト

ごはん ごはん

ミートローフ 鶏⾁のもろみ焼き

よーぐると みかんかん しいたけのみそしる ちりめんさんしょ ももかん

⻩桃⽸・パイン⽸ ⾖腐の味噌汁 キャベツのサラダ 豚汁 もやしと椎茸の味噌汁
おうとうかん・ぱいんかん とうふのみそしる きゃべつのさらだ とんじる もやしとしいたけのみそしる

⼤根と鶏⾁の炒め物 ピーマンと豚⾁の炒め物 ⼤⾖とこんにゃくの煮物 ひきないり 三⾊稲荷の煮物
だいこんととりにくのいためもの ぴーまんとぶたにくのいためもの だいずとこんにゃくのにもの ひきないり さんしょくいなりのにもの

あんかけにゅうめん ⾚⿂の煮つけ 豚⾁の⽣姜丼 千草蒸し ⽜⾁の野菜炒め
あかうおのにつけ ぶたにくのしょうがどん ちぐさむし ぎゅうにくのやさいいため

昼
 
⾷

ごはん ごはん ごはん
あんかけにゅうめん

⾥芋と⼈参の味噌汁 絹揚げとごぼうの味噌汁 ⾥芋と⽟ねぎの味噌汁 しろなと⽵輪の味噌汁 ⼤根と⼤根葉の味噌汁
さといもとにんじんのみそしる きぬあげとごぼうのみそしる さといもとたまねぎのみそしる しろなとちくわのみそしる だいこんとだいこんばのみそしる

アスパラと平天のサラダ 切り⼲し⼤根 ⽩菜のレモン⾵味 ポテトサラダ きゅうりのレモン酢和え
あすぱらとひらてんのさらだ きりぼしだいこん はくさいのれもんふうみ ぽてとさらだ きゅうりのれもんすあえ

鶏つみれの煮物 でんぶ⼊りだし巻き⽟⼦ ボロニアソーセージ 納⾖ 磯巻き⽟⼦
とりつみれのにもの でんぶいりだしまきたまご ぼろにあそーせーじ なっとう いそまきたまご

3 ⽉

朝
 
⾷

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

週 間 予 定 献 ⽴ 表

ｸﾘｰﾑｺﾝﾌｪ和菓⼦
ババロア

ﾚｱﾁｰｽﾞ⾵ﾑｰｽ／ﾐﾙｸｺｺｱコーヒーゼリー
ﾛｰﾙｹｰｷ／ｺｰﾋｰ⽜乳
ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ／ｺｰﾋｰ⽜乳


