
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1609kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1612kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1593kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal

脂質    35.5g 脂質    36.2g 脂質    35.1g 脂質    39.5g 脂質    29.3g 脂質    45.9g 脂質    41.5g

食塩    9.6g 食塩    9.1g 食塩    9.9g 食塩    9g 食塩    8.7g 食塩    9.7g 食塩    9.5g

ちくわ天うどん

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1610kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1678kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1596kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal

脂質    36.7g 脂質    39.5g 脂質    39.7g 脂質    35.8g 脂質    44.8g 脂質    44.6g 脂質    38.1g

食塩    9.5g 食塩    9.8g 食塩    8.1g 食塩    8.9g 食塩    9g 食塩    9.1g 食塩    7.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal

脂質    40.1g

食塩    8.6g
食材などの関係で一部メニューが変更になる場合がございます。

土
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日 月 火 水 木 金

味噌汁

1 2 3 4 5

味噌汁

7

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 食パン 米飯　160ｇ

豆腐と青梗菜の中華炒め煮 さつま揚げ煮 大根コンソメ炒め ほうれん草の卵とじ もやしのカレー炒め

中華スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ

目玉焼き

巾着煮

マイタケのソテー 春雨の和え物 オクラと揚げのごまポン 白菜と鶏肉の蒸し煮 きゅうりの酢の物 コロッケ 大根の浅漬け風

南瓜のそぼろ甘辛煮

味噌汁

オムレツ しゅうまい ミートボール 魚肉ソーセージの甘辛炒め シイラの焼き浸し

味噌汁

赤ウインナーソテー

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 散らし寿司 米飯　160ｇ けんちんそば 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

シルバーの幽庵焼き カニ玉 白菜の青のり和え 牛肉のガリバタ炒め

味噌汁 吸い物 中華スープ さつま芋と野菜のごった煮 味噌汁

ハガツオのみりん焼き

キャベツとベーコン炒め ごぼうのしぐれ煮 菜の花の酢味噌かけ エリンギ厚揚げのオイスター味 苺のムース なすのみそ炒め 里芋の甘辛バター煮

タラのホイル焼き風 豚肉の生姜焼き

白菜のごま醤油和え ポテトサラダ フルーツ（みかん缶） ぜんまいのナムル ほうれん草の和えもの ８種の彩りごまサラダ

夕
食

米飯　160ｇ 釜飯　ホタテ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　鮭いくら丼

鶏肉の漬焼き ホッケの塩焼き 鶏肉てりマヨ焼き ホキのカレームニエル

洋野菜コンソメ炒め

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 吸い物 味噌汁 コンソメスープ 吸い物 味噌汁 味噌汁

ハムのマリネ

松花堂　豚角煮 鮭の白醤油焼き 鶏肉のトマト煮

さつま芋のこってり煮 ニンニクの芽と卵の炒め物 竹の子の生姜炒め ビーフン炒め 松花堂　蒸し物 高野豆腐含め煮

炭水化物  242.4g

大根梅おかか和え ほうれん草の粉チーズ醤油和え もやしの揚げ玉和え さくらポテト 松花堂　フルーツあんみつ　

炭水化物  231.3g

キャベツ粒マスタードマヨ和え

成
分
値

蛋白質  70g 蛋白質  66.4g 蛋白質  65.7g 蛋白質  60.3g 蛋白質  76.4g 蛋白質  69.9g 蛋白質  66.7g

炭水化物  244.3g 炭水化物  249.8g 炭水化物  244.8g 炭水化物  254.9g 炭水化物  221.3g

8 9 10 11 12 13 14

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

じゃがいものバーベキュー炒 鶏肉とオクラの煮物 スクランブルエッグ 大根とあげの炒め煮

ロールパン 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁

フキの煮合わせ つくねの煮物 わかめと卵の炒め物

スナップエンドウの焼き浸し 卵豆腐 もやしとキクラゲの和え物 ほうれんそうのザーサイ和え トロロ芋 イタリアンサラダ 厚揚げおろし煮

切干大根煮 なすのピリ辛炒め ゼンマイとごぼう天の煮物 納豆 ビーフン炒め 卵ココット風 もずく酢

昼
食

米飯　160ｇ 胡麻おにぎり 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 油林鶏丼

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 中華スープ

豚しゃぶしゃぶ卸ポン酢 アスパラの炒め物 豚のねぎ塩炒め シイラのみりん焼き 牛肉のハヤシソース

えのきとオクラのわさび和え

煮魚（赤魚） じゃが芋コンビーフ炒め

ちくわの唐揚げ粉炒め ほうれん草のなめたけ和え さつま芋バター金平風 ごぼうのみそ炒め 野菜炒め 麻婆なす風 ほうれんそうのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

味噌汁

ひじきの和え物 プリン キャベツ青しそ和え 小松菜のりつく和え ブロッコリーと卵のサラダ

味噌汁

杏仁フルーツ

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　オムライス 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

鶏肉の塩麹焼き アジの甘酢漬け 鶏の照り焼き 松花堂　海鮮サラダ　 豚肉のガーリックソテー

味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ 味噌汁

アスパラとハムの洋風胡麻和え

サワラのゆずみそ焼き

ワラビの炒め煮 あさり入り炒め煮 いんげんのそぼろ炒め 野菜のクリーム煮 松花堂　ミニグラタン さつま芋の昆布煮 チャプチェ

メバルの梅かつお焼き

炭水化物  245g

菜種和え マカロニサラダ チンゲンサイ土佐和え かぼちゃサラダ 松花堂　ミニケーキ、フルーツ

炭水化物  237.8g

キャベツのゆかり和え

成
分
値

蛋白質  65.6g 蛋白質  60.9g 蛋白質  62.3g 蛋白質  69.5g 蛋白質  60.4g 蛋白質  68.5g 蛋白質  66.9g

炭水化物  242.8g 炭水化物  239.8g 炭水化物  242.4g 炭水化物  252.8g 炭水化物  223.8g

15

かりかりきゅうり

朝
食

米飯　160ｇ

味噌汁

里芋ピリ辛炒め煮

絹さやの土佐和え

ウインナー炒め

昼
食

成
分
値

3月　彩ダイニング献立表（１日～１５日）

蛋白質  60.8g

炭水化物  243g

お楽しみメニュー

夕
食

米飯　160ｇ

味噌汁

肉団子の酢豚風

野菜のごま煮


