
　　　  　　５月　ほほえみ献立　  　 

  都合により献立が変更になる場合がありますのでご了承ください  

  大森本町高齢者在宅サービスセンター

食塩相当量 3.3食塩相当量 2.9食塩相当量 3.5 食塩相当量 3.3

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 644 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 774

りんごケーキ

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 682 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 768

パイナップル どら焼き

りんごケーキ りんごケーキ 野沢菜漬 マンゴプリン

フルーツポンチ コーヒーゼリー 味噌汁（えのき・わかめ） 鶏肉と青梗菜のスープ

きのこのスープ きゃべつとハムのスープ ツナの生姜醤油 ひじき煮

ポテトサラダ カニサラダ 切干大根の煮物 春巻き

炒り豆腐 五目豆 ポークソテー ＊天津飯

塩焼きそば オムライス 御飯 ＊冷やし中華

3.2 食塩相当量3.3 食塩相当量 3.2 食塩相当量

5月28日月曜日 5月29日火曜日 5月30日水曜日 5月31日木曜日

3.4 食塩相当量

735 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 735 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 735

食塩相当量 3.0 食塩相当量 3.2

ミニケーキ

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 656 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 682 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 694 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal

ミニケーキ ミニケーキ

苺ババロア

コーヒーまたは紅茶 コーヒーまたは紅茶 コーヒーまたは紅茶

カステラ 苺ババロア 苺ババロア

すまし汁

りんごゼリー カステラ カステラ 奈良漬け 奈良漬け 奈良漬け

味噌汁（かぶ・かぶの葉） オレンジ 黒ごまプリン すまし汁 すまし汁

春の味覚煮物

ほうれん草のお浸し 豆腐のスープ 味噌汁（南瓜・長葱） ぬた ぬた ぬた

酢の物 野菜のごまネーズ和え しらすと若布の酢の物 春の味覚煮物 春の味覚煮物

天麩羅

五目豆 源平煮 青梗菜と豆腐くず煮 てんつゆ てんつゆ てんつゆ

秋刀魚の蒲焼風 ＊御飯・メンチかつ 鰹の香り揚げ 天麩羅 天麩羅

5月26日土曜日

御飯 ＊焼きうどん 御飯 赤飯 赤飯 赤飯

5月21日月曜日 5月22日火曜日 5月23日水曜日 5月24日木曜日 5月25日金曜日

691

食塩相当量 3.1 食塩相当量 3.0食塩相当量 3.8

711

食塩相当量 3.9

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 605

食塩相当量 3.9 食塩相当量 3.5

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 683 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 616

小倉あんパイ 小倉あんパイ 小倉あんパイ 抹茶水羊羹

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal

緑酢和え

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 667

抹茶水羊羹

みかんゼリー パイナップル フルーツポンチ ヤクルト バナナ

中華スープ 味噌汁（かぶ・かぶの葉） すまし汁(豆腐・万能葱） 味噌汁（えのき・わかめ） 味噌汁（生揚げ・茄子） 抹茶水羊羹

豆とおからのサラダ 小松菜のお浸し

じゃが芋の田舎風ソテー

春雨サラダ 酢の物 いんげんの胡麻和え 野菜炒め

ヨーグルトザーサイ ほうれん草のお浸し

ピーマンのきんぴら すまし汁(とろろ昆布・葱)

炒り豆腐 はすのきんぴら 水菜と湯葉のさっと煮 ＊トマト煮込みハンバーグ 竹輪の含め煮

春野菜のちらし寿司

焼売 鶏肉のつけ焼き 自家製卵焼き ＊鮭のバター焼き 鰆の味噌漬焼き かぶと挽肉の吉野煮

炒飯 御飯 筍ご飯 御飯 御飯

3.9食塩相当量3.1 食塩相当量3.9

5月14日月曜日 5月15日火曜日 5月16日水曜日 5月17日木曜日 5月18日金曜日

食塩相当量

5月19日土曜日

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 692

食塩相当量 3.5 食塩相当量 3.8食塩相当量 2.7

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 618 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 604 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 623ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 770 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 721

フルーツ野菜ゼリー ミルクプリン

黒みつ寒天

オレンジ

シュークリーム 黒みつ寒天

味噌汁（青菜・生揚げ）

おくらの胡麻あえ

京がんもの煮物

黒みつ寒天 ヤクルト

シュークリーム ザーサイ シュークリーム 味噌汁（里芋・長葱）

杏仁豆腐 かき玉スープ フルーツポンチ キャベツと塩昆布和え 味噌汁（豆腐・なめこ）

餃子 さつま揚げの煮物 玉葱のおかか和え ゴーヤのおかか炒め

白滝のたらこ和え

ミックスフライ

青菜のナムル すまし汁 卯の花炒り 小松菜の辛し和え

鯖の文化干し

御飯

5月7日月曜日

南瓜と糸昆布の煮物 さつま芋の甘露煮

＊御飯・野菜炒め 酢豚 春の味覚煮物 ＊焼肉丼

＊タンメン 御飯 五目寿司 ＊ねぎとろ丼 御飯

5月8日火曜日 5月9日水曜日 5月10日木曜日 5月11日金曜日

パイナップル

3.8

5月12日土曜日

水羊羹

605

食塩相当量

水羊羹

源平煮

鰯の鰹煮 ひじき煮 フレンチサラダ

人形焼き 人形焼き フルーツポンチ 水羊羹

茄子の味噌炒め 切干大根の煮物 めかぶと山芋の和え物 オクラとエノキのゆず風味 コンソメスープ

オニオンスライス コーンスープ きゃべつの梅和え 味噌汁（南瓜・長葱） りんごゼリー

ランチプレート

＊御飯・味噌汁 春野菜の八宝菜 鶏とブロッコリーの炒め物 豚の角煮

＊ざるそば 御飯

3.03.6 食塩相当量

642 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal

食塩相当量

756 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal

食塩相当量

5月5日土曜日

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 648 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 733 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal

5月1日火曜日

かき揚げ 若布とトマトの酢味噌和え

御飯

5月2日水曜日 5月3日木曜日 5月4日金曜日

3.2 食塩相当量 3.2

ピースご飯

マンゴプリン 味噌汁（麩・万能葱） ヨーグルト


