
日 月 火 水 木 金 土

1 2
マミー74kcal ココア106kcal

ごはん ごはん
すまし汁 コンソメスープ
鮭とほうれん草の卵とじ かにクリームコロッケ

かぼちゃサラダ シーザーサラダ
キャベツの浅漬け りんご缶
白桃缶 おかか昆布

531kcal 2.5g 570kcal 3.5g
マドレーヌ96kcal クリームブッセ75kcal

4 5 6 7 8 9
カルピス39kcal レモンティー39kcal グレープジュース71kcal アップルティー43kcal コーヒー牛乳71kcal こんぶ茶3kcal

ごはん たけのこごはん ごはん ごはん キーマカレー ごはん
すまし汁 すまし汁 みそ汁 すまし汁 コンソメスープ みそ汁
たらの菜種焼き メバルの塩焼き ●けいちゃん 肉じゃが アボガドサラダ さばのﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き

白菜の炒め物 アスパラのごま和え 大根サラダ ごぼうのごま味噌和え フルーツヨーグルト いんげんの生姜和え

パイン缶 メロン 黄桃缶 キウイフルーツ 福神漬け うずら豆煮
青かっぱ漬け しば漬け 昆布佃煮 さくら漬け 刻みたくあん

518kcal 3.5g 448kcal 3.7g 550kcal 3.6g 542kcal 2.7g 607kcal 3.7g 584kcal 3.2g
セレクト 端午の節句和菓子 シュークリーム83kcal 梅ゼリー63kcal りんごケーキ124kcal キャラメルバウム99kcal

11 12 13 14 15 16
ミルクティー47kcal いちごオレ60kcal りんごジュース65kcal 紅茶 38kcal カルピス39kcal マミー74kcal
十五穀米ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
みそ汁 中華スープ みそ汁 みそ汁 みそ汁
豆腐ｽﾃｰｷそぼろあん 豚肉の韓国風焼き 牛肉豆腐 さわらの南部焼き 赤魚のおろし煮 牛すき煮
さつま芋とりんごの煮物 ぜんまいのナムル 小松菜のおひたし 若竹煮 きゅうりのｻﾞｰｻｲ和え 菜の花のしらす和え

しその実漬け 赤かっぱ漬け 白桃ゼリー 白花煮豆 マンゴー缶 漬物
三色煮豆 みかん缶 刻みたくあん かぶの浅漬け 杏仁豆腐

594kcal 3.2g 563kcal 2.8g 536kcal 3.0g 494kcal 3.5g 450kcal 2.9g 606kcal 3.2g
ほうじ茶プリン67kcal ヨーグルトケーキ70kcal チョコバウム94kcal カステラ110kcal 黒糖ケーキ70kcal セレクト

18 19 20 21 22 23
レモネード30kcal オレンジジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal グレープジュース71kcal ミルクティー47kcal カルピス39kcal
ポークカレー ごはん ごはん そぼろ温玉丼 ごはん ゆかりごはん
コンソメスープ すまし汁 すまし汁 すまし汁 コンソメスープ みそ汁
レタスの梅サラダ 肉団子の野菜あん さばの味噌煮 ひじきのポン酢和え 鶏肉のクリーム煮 擬製豆腐
フルーツヨーグルト ブロッコリーのハムサラダ 山芋の梅おかか和え りんご缶 じゃがいものソテー 春菊のくるみ和え

福神漬け 洋梨缶 金時豆煮 白菜漬け キウイフルーツ マンゴー缶
しその実漬け 赤かっぱ漬け なすの浅漬け つぼ漬け

605kcal 4.1g 484kcal 3.7g 549kcal 3.1g 533kcal 3.1g 595kcal 3.1g 530kcal 3.8g
人形焼き77kcal 手作り水ようかん84kcal セレクト 紫芋まんじゅう105kcal エクレア90kcal あんドーナッツ95kcal

25 26 27 28 29 30
いちごオレ60kcal りんごジュース65kcal マミー74kcal 抹茶ミルク93kcal オレンジジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal

ごはん グリンピースごはん ごはん ごはん ごはん スパゲッテイ

みそ汁 みそ汁 じゃがいものポタージュ 中華スープ すまし汁 　　　　ナポリタン

アジフライ ほっけの漬け焼き ハンバーグきのこｿｰｽ えびのチリｿｰｽ炒め 生揚げのごま味噌炒め コンソメスープ
チンゲン菜ののり和え ふきの煮物 トマトサラダ かぶのポン酢和え ツナサラダ エンドウの和え物

白花豆煮 黄桃缶 パイン缶 ザーサイ のり佃煮 ヨーグルトババロア

つぼ漬け 青かっぱ漬け しば漬け みかん缶 フルーツカクテル
464kcal 3.2g 482kcal 3.2g 618kcal 3.6g 540kcal 2.3g 474kcal 2.8g 576kcal 3.5g

オレンジフルーチェ61kcal もみじまんじゅう94kcal いちごどら焼き72kcal チョコワッフル108kcal セレクト うぐいす蒸しパン127kcal

5月献立表

たぬきうどん

5月6日(水)実施　【岐阜県郷土料理：けいちゃん】について （出典：郷土料理百選ホームページ　）

『けいちゃん』は『鶏』からきており、味噌漬けされた鶏肉をキャベツ

などの野菜と焼いて食べる、益田・飛騨・郡上地域などの鶏料理です。

しょうゆ味のけいちゃんもあるそうです。　　　　　　　☆5月5日（火）に端午の節句の行事食を予定しています。

地域や店により、漬けられている味噌に違いがあり、

＊数字はエネルギーと塩分量です。
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