
３月献立表

809 kcal 4.2 g 783 kcal 4.2 g 759 kcal 4.7 g 902 kcal 3.3 g 913 kcal 3.7 g 879 kcal 3.1 g

880 kcal 4.3 g

904 kcal 3.9 g 843 kcal 4.0 g 759 kcal 4.3 g 748 kcal 3.6 g 891 kcal 3.6 g 946 kcal 5.6 g

732 kcal 2.9 g

859 kcal 4.7 g 780 kcal 5.0 g 868 kcal 3.7 g

671 kcal 4.6 g 757 kcal 3.1 g 855 kcal 4.8 g 969 kcal 5.2 g 969 kcal 5.2 g 969 kcal 5.2 g

663 kcal 3.6 g 599 kcal 4.0 g

　※都合により献立の一部が変更になることがございますご了承下さい。    大森本町高齢者在宅サービスセンター

花のつぼみもほころぶ季節となりました。

　　寒さももう少しの辛抱です。元気で明るい春を迎えましょう。

ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

しっとりおからケーキ抹茶 しっとりおからケーキ抹茶

みかん缶 水ようかん（白）

みそ汁（ニラ・油揚げ） みそ汁（麩・若布）

金時煮豆 ほうれん草と揚げの和え物

車麩煮付け 和風ポテトサラダ

もやし梅ナムル 根菜金平

エビチリ たらの酒蒸し

御飯 御飯

３０日 ３１日
ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

フリーカットケーキショコラ フリーカットケーキショコラ フリーカットケーキショコラ

しっとりどら焼き しっとりどら焼き しっとりどら焼き 苺ムース 苺ムース 苺ムース
ネーブルオレンジ 南瓜ババロア キウイフルーツ 清し汁(はんぺん・三つ葉) 清し汁(はんぺん・三つ葉) 清し汁(はんぺん・三つ葉)

みそ汁（若布・じゃが芋） みそ汁（しめじ・絹さや） みそ汁（麩・若布） ぬか漬け盛り合わせ ぬか漬け盛り合わせ ぬか漬け盛り合わせ
ほうれん草と揚げの和え物 南瓜鶏そぼろ煮 切干大根の煮物 蕗みそごま豆腐 蕗みそごま豆腐 蕗みそごま豆腐
おから五目和え 白菜のおかか和え ひじきサラダ風 新春野菜の炊き合わせ 新春野菜の炊き合わせ 新春野菜の炊き合わせ
かぶ蟹あんかけ はんぺんと大根の柚子みそ 大学芋 抹茶塩 抹茶塩 抹茶塩
鶏うめみそ焼き つくねしそ風味焼き 麻婆豆腐 天ぷら盛り合わせ 天ぷら盛り合わせ 天ぷら盛り合わせ

２８日
御飯 御飯 御飯 赤飯 赤飯 赤飯

食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日

チョコケーキ チョコケーキ
ｴﾈﾙｷﾞｰ

お楽しみ膳 お楽しみ膳 お楽しみ膳 御飯 山菜おこわ 御飯
ポークカレー がんも甘酢あん 豚ロースきのこおろしかけ

コンソメスープ(じゃが芋・人参 おはぎ みそ汁（白菜・油揚げ）
苺ミルクプリン チョコケーキ 紅茶ゼリー

春野菜の和風コールスロー マカロニオーロラサラダ
いんげんといかの華風炒め ぬか漬け盛り合わせ たらこもやし
小松菜とじゃこ 清し汁(はんぺん・三つ葉) じゃが芋金平鶏そぼろ

らっきょう・福神漬け

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日

食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

[B定食]ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

コーヒーロール
ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 [A定食]ｴﾈﾙｷﾞｰ

ヤクルト 焼きりんご 水ようかん みそ汁（豆腐・なめこ） ケーキサクレ

きんつば きんつば きんつば みかん缶 コーヒーロール

みそ汁（ほうれん草・油揚げ） 清し汁(とろろ昆布・あさつき) みそ汁（しめじ・絹さや） ほうれん草と揚げの和え物 コーヒーロール みそ汁　(のり・長ねぎ)

麩と白菜人参の煮浸し 卯の花炒り煮 金平ごぼう いかと胡瓜のごまだれ和え バナナ ひじき炒り煮

南瓜サラダ タラモサラダ 高野と野菜のごまみそ和え とろろ磯風味 豚汁 卵豆腐

鮭クリームコロッケ

温泉卵薬味のせ 湯豆腐 新玉ねぎのスライスサラダ 鯖のみそ煮 鶏の唐揚げ 五目豆 べったらづけ

和風ハンバーグ 鰆の西京焼き 揚げ煮魚 [A定食] [B定食] キャベツの生姜醤油和え

１３日 １４日
御飯 御飯 御飯 御飯 鶏の混ぜ寿司 御飯

[B定食]ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

９日 １０日 １１日 １２日

[A定食]ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩 ｴﾈﾙｷﾞｰ 食塩

エッグタルト

ツインソースクレープ ツインソースクレープ ツインソースクレープ 金時煮豆 エッグタルト

マンゴー

水ようかん（白） 　　　　　フルーツ添え みかん おから炒り煮 エッグタルト パイナップル

みそ汁（ほうれん草・若布） レアーチーズケーキいちご 清し汁(蒲鉾・貝割れ大根) マヨネーズ 黒みつきな粉寒天 みそ汁（卵・あさつき）

卯の花炒り煮 潮汁 ひじき炒り煮 白菜の彩サラダ みそ汁（麩・三つ葉） じゃが芋鶏そぼろ煮

絹揚げ五目あんかけ

もやしのナムル 醤油 大根ごま油和え みそ汁（キャベツ・な
す） 切干大根の煮物 ピーマン金平

里芋のこっくり煮っころがし 菜の花お浸し 昆布の五目豆 鶏の香味焼き もやしのごま酢和え

御飯

鯖のおろし煮 甘酢生姜 ニラ卵風 ごはん みそ煮込みうど
ん

筑前煮 白身魚のパン粉焼き

御飯 ひな散し 御飯 [A定食] [B定食] きのこおこわ

２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日
月 火 水 木 金 土
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