
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
ミルクティー47kcal マミー74kcal 野菜ジュース26kcal レモンティー39kcal

ごはん ごはん ごはん ビーフカレー
中華スープ すまし汁 みそ汁 コンソメスープ
豚肉とｷｬﾍﾞﾂのみそ炒め 白身魚の野菜あんかけ さばの照り焼き キャベツとｺｰﾝのサラダ

春雨サラダ アスパラのベーコン炒め 卯の花炒り 福神漬け
杏仁豆腐 のり佃煮 うずら豆煮 フルーツヨーグルト

青しその実漬け りんご缶 キャベツの浅漬け

568kcal 2.3g 511kcal 4.2g 590kcal 3.3g 695kcal 3.1g
エクレア97kcal スイスバウム68kcal どら焼き72kcal プリン 58kcal

6 7 8 9 10 11
レモネード30kcal 紅茶 38kcal オレンジジュース65kcal いちごオレ60kcal キャラメルミルク89kcal りんごジュース65kcal

ごはん ごはん 桜ちらし ごはん ごはん
コンソメスープ みそ汁 すまし汁 みそ汁 中華スープ
白身魚のマスタード焼き ●がめ煮 春野菜と 松風焼き 焼きぎょうざ ホキのねぎ蒸し
里芋のサラダ ほうれん草のソテー    キスの天ぷら ふきと油揚げの煮物 いんげんのｶﾆｶﾏ和え 白菜とちくわの和え物

白桃缶 たくあん 山芋の煮物 洋梨缶 ピーチゼリー バナナ
漬物 うぐいす豆 夏みかん缶/三色豆 つぼ漬け たいみそ

485kcal 2.5g 526kcal 2.8g 500kcal 2.7g 548kcal 3.0g 663kcal 3.9g 409kcal 2.6g
ココア蒸しﾊﾟﾝ100kcal 人形焼き73kcal 春の和菓子75kcal クリームブッセ75kcal たい焼き125kcal セレクト

13 14 15 16 17 18
コーヒー牛乳71kcal ミルクティー47kcal カルピス39kcal チョコミルク91kcal グレープジュース71kcal レモネード30kcal
ごはん 菜の花と桜エビの ごはん ハヤシライス ごはん ごはん
すまし汁        混ぜごはん 中華スープ コンソメスープ すまし汁 みそ汁
マーボーなす すまし汁 八宝菜 春キャベツと 焼き豆腐の卵とじ さわらの梅煮
きゅうりのツナサラダ 鮭の幽庵焼き 大根サラダ    じゃこのサラダ かぼちゃの煮物 春菊のピーナッツ和え

かのこ豆 うどの金平 ザーサイ フルーツヨーグルト 赤かっぱ漬け 黒花豆煮
かぶの浅漬け 黄桃缶/青かっぱ漬 フルーツカクテル りんご缶 しば漬け

553kcal 3.8g 483kcal 3.6g 496kcal 3.0g 656kcal 3.1g 555kcal 2.8g 507kcal 3.2g
鈴カステラ86kcal セレクト 紅茶ケーキ69kcal 抹茶まんじゅう110kcal いちごムース42kcal バウムクーヘン105kcal

20 21 22 23 24 25
いちごオレ60kcal りんごジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal オレンジジュース65kcal マミー74kcal ミルクティー47kcal

ごはん ごはん ごはん ごはん
コンソメスープ みそ汁 すまし汁 すまし汁

だし巻き玉子 鶏肉のパン粉焼き かれいの揚げ煮 たらの酒蒸し すまし汁 豚肉と春雨の炒め物

かぶのサラダ ポテトサラダ もやしの錦糸和え いんげんのそぼろ炒め 筑前煮 野菜の五目煮
抹茶ババロア キウイフルーツ 金時豆煮 白菜漬け 赤しその実漬け

桜漬け 赤かっぱ漬け マンゴー缶 白桃缶
462kcal 4.2g 594kcal 2.7g 490kcal 3.5g 416kcal 2.2g 445kcal 4.4g 592kcal 3.5g

薄皮まんじゅう80kcal マドレーヌ96kcal シュークリーム83kcal 手作り水ようかん82kcal セレクト レモンケーキ116kcal

27 28 29 30
カルピス39kcal グレープジュース71kcal りんごジュース65kcal はちみつレモン45kcal

豚丼 ごはん チキンカレー ごはん
中華スープ すまし汁 コンソメスープ みそ汁
きゅうりの甘酢和え あじの焼き浸し わかめサラダ 肉豆腐
パイン缶 カリフラワーときのこ炒め 福神漬け ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾏﾖﾈｰｽﾞ和え

桜漬け ねり梅 フルーツヨーグルト 白花豆煮
みかん缶 漬物

530kcal 3.0g 449kcal 3.5g 676kcal 4.0g 629kcal 3.0g
ミルクロールケーキ66kcal 今川焼106kcal ほうじ茶プリン67kcal セレクト

現在ではご馳走ではなくなり、鶏の足も入れなくなりましたが、今も日田の人々の

4月7日(火)実施　【大分県郷土料理：がめ煮】について （出典：郷土料理ものがたりホームページ　）

4月献立表　

味噌ラーメン

山菜とろろそば 握り寿司

＊数字はエネルギーと塩分量です。

日田地方のハレの料理です。昔はどこの家でも鶏を飼っていて、お正月やお祭り、祝い事やお客様の

時には必ず作られていました。昔はすっぽんを入れていたので、がめ（亀）煮の名がついたと言われて

います。鶏肉は骨付きのぶつ切りを使うのが決まりで、鶏の足も使っていました。

毎日の食卓にのぼっているそうです。 　　　　　　●4月8日（水）に『花祭り』の行事食を予定しております●
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