
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
オレンジカルピス51kcal ココア101kcal 甘酒32kcal 蜂蜜しょうが68kcal

バターチキンカレー ごはん 桜ちらし ごはん
コンソメスープ コンソメスープ すまし汁 すまし汁
ﾊﾑ入り大根ｻﾗﾀﾞ チキンボールのトマト煮 はんぺんﾌﾗｲ＆白身魚ﾌﾗｲ 白身魚の香漬け焼き

福神漬け ｱｽﾊﾟﾗｳｲﾝﾅｰｻﾗﾀﾞ 菜の花のツナサラダ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの辛子ﾏﾖ和え

パイン缶ヨーグルト みかん缶 桃のコンポート りんご缶
のり佃煮 たくあん かぶの浅漬け

597kcal 3.0g 601kcal 3.4g 548kcal 4.6g 601kcal 3.0g
ホットケーキ80kcal 紫芋まんじゅう104kcal ひな祭りようかん88kcal セレクト

6 7 8 9 10 11
チョコミルク139kcal レモネード48kcal 野菜ジュース23kcal 牛乳113kcal オレンジジュース57kcal 抹茶ミルク130kcal

ごはん ●おにかけそば ごはん 菜飯ごはん ごはん ごはん
味噌汁 信田煮 すまし汁 味噌汁 すまし汁 味噌汁
焼きさんまのおろし添え 白菜のごま和え 鶏肉の治部煮 ホッケの梅しそ焼き 厚揚げ入り野菜炒め 鶏肉のおろし炒め
たらこ味マカロニサラダ ぶどうゼリー 胡瓜のﾏﾖ醤油和え 大根のべっこう煮 じゃが芋田楽 長芋のサラダ
洋梨缶 金時煮豆 キウイフルーツ りんご缶 パイン缶
しその実漬け たくあん 赤かっぱ漬け しば漬け 桜漬け

621kcal 3.4g 654kcal 4.4g 498kcal 4.1g 571kcal 3.8g 517kcal 3.6g 483kcal 3.4g
シュークリーム91kcal 小倉あんパイ117kcal セレクト たい焼き88kcal レーズン蒸しパン152kcal チーズケーキ50kcal

13 14 15 16 17 18
カフェオレ84kcal カルピス54kcal りんごジュース59kcal ミルクティー65kcal ココア101kcal オレンジジュース84kcal

ミートボールカレー ごはん かおりごはん ごはん ごはん ごはん
コンソメスープ 味噌汁 すまし汁 中華スープ ワンタンスープ トマトスープ
かぶの温サラダ アジフライ 赤魚のみそ煮 かに玉 豚キムチ ビーフシチュー
福神漬け さつま芋サラダ 春菊の白和え ぜんまいの炒め煮 海藻入りﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ﾚﾀｽのﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ
みかん缶ヨーグルト たくあん バナナ 杏仁豆腐 あんず缶 黄桃缶

金時煮豆 しば漬け 漬物 つぼ漬け しその実漬け
624kcal 4.3g 568kcal 3.0g 452kcal 4.4g 709kcal 4.4g 489kcal 3.0g 639kcal 4.2g

黒糖まんじゅう104kcal セレクト エクレア64kcal 苺クレープ56kcal ミックスフルーチェ184kcal パウンドケーキ108kcal

20 21 22 23 24 25
蜂蜜しょうが68kcal チョコミルク139kcal イチゴオレ99kcal ぶどうジュース74kcal バニラミルク87kcal カフェオレ84kcal
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん 中華風炊き込みご飯

すまし汁 すまし汁 すまし汁 味噌汁 すまし汁 中華スープ
鶏肉のきじ焼き 白身魚のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き 肉団子と青梗菜の煮込み 赤魚の揚げ野菜あん サバの煮付け 焼きぎょうざ
切干大根のポン酢和え 青のりポテト マカロニツナサラダ オクラのなめ茸和え そら豆のｺｰﾝﾋﾞｰﾌｿﾃｰ きゅうりの山クラゲ和え

パイン缶 洋梨缶 フルーツカクテル りんご缶 おかか昆布 ぶどう缶
桜漬け しその実漬け つぼ漬け しば漬け みかん缶 白菜漬け

472kcal 3.4g 564kcal 4.2g 616kcal 3.8g 515kcal 3.2g 530kcal 3.6g 644kcal 2.9g
あんドーナツ95kcal 芋ようかん49kcal コーヒーゼリー91kcal セレクト 酒まんじゅう104kcal バームクーヘン105kcal

27 28 29 30 31
りんごジュース59kcal 紅茶38kcal キャラメルミルク87kcal グリーンティー73kcal レモネード74kcal
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ コンソメスープ 味噌汁
白身魚のムニエル 牛皿 ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂのｸﾘｰﾑ煮 和風ポークソテー 鶏肉の四川焼き
セロリのゆかり和え ひじきのﾍﾞｰｺﾝﾊﾞﾀｰｿﾃ- ナスと枝豆のサラダ ﾚﾀｽのかにかまｻﾗﾀﾞ さつま芋の切昆布煮

たくあん フルーツカクテル 漬物 あんず缶 杏仁豆腐
白桃缶 赤かっぱ漬け 三色煮豆 桜漬け 青かっぱ漬け

405kcal 3.0g 555kcal 3.1g 487kcal 3.8g 542kcal 3.7g 674kcal 3.6g
セレクト 黒糖ケーキ70kcal クリームブッセ71kcal スイスロール63kcal プリン111kcal

3月分✿献立表

〈一口メモ　3月7日(火)実施　【おにかけそば(御煮掛けそば)】について〉

【おにかけそば】は、長野県の郷土料理です。名前を見ると鬼をイメージしてしまいそうですが、(御煮掛けそば)

と書くそうです。季節の野菜や油揚げ、きのこなどを具だくさんに入れたそばであり、温かいつゆと共に

戴きます。今回は、ごぼう、にんじん、玉ねぎ、しめじ、青ネギに豚小間肉を入れて作り上げます。

どうぞ、ご賞味くださいませ。

　　　　　　　　　　　　　　　　＊今月は3日（金）に「桃の節句✿献立」を予定しています。


