
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
りんごジュース59kcal カルピス35kcal レモネード27kcal マミー69kcal ミルクティー42kcal イチゴオレ54kcal
ごはん ごはん ごはん グリンピースごはん ごはん ごはん
すまし汁 わかめスープ 味噌汁 すまし汁 コンソメスープ 中華たまごスープ

アジの焼き浸し 麻婆豆腐 白身魚の野菜あん ブリの照り焼き えび団子のトマト煮 鶏肉の五目炒め
かぶのかにかまサラダ 人参と胡瓜の中華和え 里芋の煮物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの桜えびあん ﾚﾀｽのｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ かぼちゃのクリーム煮

フルーツカクテル みかん缶 パイン缶 梅ゼリー つぼ漬け 赤かっぱ漬け
あみの佃煮 漬物 桜漬け たくあん りんご缶 ぶどう缶

475kcal 3.4g 627kcal 3.2g 514kcal 3.9g 602kcal 4.1g 528kcal 4.0g 561kcal 3.4g
ホットケーキ80kcal プリン73kcal 小倉あんパイ117kcal セレクト レモンケーキ139kcal ばかうけ52kcal

8 9 10 11 12 13
レモンティー22kcal ピーチジュース73kcal コーヒー牛乳51kcal ぶどうジュース74kcal カルピス35kcal オレンジジュース57kcal

●かてめし● ごはん カレーライス ごはん ごはん ごはん
すまし汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁
タラのゆずあん 白身魚の揚げおろし煮 アスパラの卵サラダ 鶏団子の煮込み 白身魚のチーズ焼き 太刀魚の竜田揚げ

白菜の中華炒め かぶのｶﾆｶﾏ和え みかんヨーグルト れんこん金平 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ さつま芋の切昆布煮

黄桃缶 りんご缶 福神漬け バナナ しば漬け 洋梨缶
漬物 昆布の佃煮 青かっぱ漬け フルーツカクテル 桜漬け

442kcal 3.3g 503kcal 3.6g 665kcal 3.3g 575kcal 3.3g 614kcal 2.6g 637kcal 3.1g
セレクト 鈴カステラ90kcal シュークリーム96kcal コーヒーゼリー99kcal キャラメルバウム81kcal クリームブッセ71kcal

15 16 17 18 19 20
イチゴオレ99kcal レモネード27kcal 野菜ジュース23kcal ミルクティー42kcal マミー69kcal ピーチジュース73kcal

ごはん ごはん ごはん ごはん ひじきごはん 肉うどん
中華スープ かきたま汁 味噌汁 味噌汁 すまし汁 豆腐のなめ茸和え

豚肉の韓国風焼き 赤魚のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き ホッケの南部焼き 牛肉コロッケ 照焼きハンバーグ オクラの酢みそ和え

ぜんまいのナムル 花野菜サラダ 菜の花のおかか和え 胡瓜のザーサイ和え 玉ねぎのツナサラダ ﾊﾟｲﾝ缶入り苺ｾﾞﾘｰ

キウイフルーツ 杏仁豆腐 白桃缶 黄桃缶 夏みかん缶
赤かっぱ漬け つぼ漬け 青かっぱ漬け 昆布の佃煮 漬物

531kcal 3.0g 595kcal 3.7g 458kcal 2.5g 545kcal 4.3g 642kcal 5.0g 559kcal 4.3g
みかんフルーチェ184kcal 紅茶ケーキ69kcal 雪の宿70kcal 人形焼96kcal 水ようかん55kcal セレクト

22 23 24 25 26 27
オレンジジュース57kcal ぶどうジュース74kcal カルピス35kcal コーヒー牛乳51kcal レモネード27kcal りんごジュース59kcal
ごはん キーマカレー ごはん ごはん ごはん パセリバターライス

なめこ汁 コンソメスープ 雷汁 ワンタンスープ コンソメスープ コンソメスープ
鶏肉のパン粉焼き 菜の花のｿｰｾｰｼﾞｻﾗﾀﾞ 赤魚のゴマダレ 海鮮八宝菜 鮭のムニエル ビーフシチュー
なると入り小松菜ｿﾃｰ 黄桃缶ヨーグルト レタスの海藻サラダ かぶの塩昆布和え じゃが芋と桜ｴﾋﾞのｿﾃｰ ｽﾞｯｷｰﾆのｺｰﾝｿﾃｰ

金時煮豆 福神漬け ザーサイ 杏仁豆腐 たくあん みかん缶
桜漬け フルーツカクテル 赤かっぱ漬け 洋梨缶 しその実漬け

502kcal 3.1g 639kcal 3.5g 475kcal 4.4g 575kcal 3.0g 529kcal 2.9g 559kcal 3.7g
たい焼き97kcal 黒棒62kcal 紫芋まんじゅう104kcal ココアワッフル71kcal セレクト 抹茶蒸しパン141kcal

29 30 31
マミー69kcal イチゴオレ54kcal ミルクティー42kcal

ごはん ごはん ゆかりごはん
すまし汁 味噌汁 味噌汁
白身魚フライ 白身魚のチリソース 塩肉じゃが
ふきの土佐煮 ナスの中華和え 大根のしらすｻﾗﾀﾞ

夏みかん缶 かのこ豆 ぶどう缶
漬物 しば漬け 白菜漬け

525kcal 2.8g 516kcal 2.8g 511kcal 3.6g
もみじまんじゅう104kcal バニラババロア108kcal セレクト

5月分献立表

油揚げ、ごぼうなど)を秩父では「かて」というところから来ているそうです。

お祝いの行事によく出される料理となっており、おにぎりにしてもおいしく頂けるとの事です。

どうぞ、ご賞味くださいませ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊今月は4日（木）に「端午の節句の行事食」を予定しています。

〈一口メモ　5月8日(月)実施　【かてめし】について　〉
【かてめし】は、埼玉県秩父の郷土料理です。かてめしとは、ご飯の量を増やすための具材(大根、人参、


