
脂質    11.9g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  566kcal

脂質    19.5g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  623kcal

脂質    12.5g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  624kcal

脂質    13.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  576kcalｴﾈﾙｷﾞｰ  520kcal

脂質    8.7g脂質    19.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  649kcal

脂質    22.5g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  642kcal

脂質    13.5g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  579kcal

脂質    32.9g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  658kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  468kcal

脂質    5.1g

脂質    8g
ｴﾈﾙｷﾞｰ  466kcal

脂質    13.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  602kcal

1 2 3 4

◆ 上飯田ケアプラザ デイサービス 4月献立表 ◆
月 火 水 木 金 土

かにシュウマイ マロニー和えもの チンゲン菜のクリーム煮 大根とエビのくず煮
大根のスープ ワカメスープ 味噌汁（大根・長ネギ） かき玉汁

赤飯 ご飯 ご飯 ご飯
豆腐の中華煮 肉団子の酢豚風 鮭のけんちん蒸し 麻婆豆腐

食塩    6.5g 食塩    3.9g 食塩    2.7g 食塩    4.2g

オレンジ オレンジ バナナ バナナ
パウンドケーキ カステラ 黒糖まんじゅう ドームケーキ（こしあん

6 7 8 9 10 11

蛋白質  22.4g 蛋白質  19g 蛋白質  29.2g 蛋白質  25g

コロッケ タラの南蛮漬 豚肉のしょうがじょうゆソース サバのねぎみそ焼き 鶏肉のもつ煮風 赤魚の煮付け
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

味噌汁（なめこ・大根） 味噌汁（なめこ・ネギ） 味噌汁（里芋・わかめ） 味噌汁（なめこ・玉葱） 吸物（はんぺん・こまつな） 味噌汁（豚肉・里芋）
小松菜と人参のぬた 五目煮豆 かぶと厚揚げの煮物 ひじきの煮物 キャベツお浸し 小田巻蒸し

よもぎまんじゅう 小豆入り抹茶羹 ロールケーキ コーヒーゼリー チョコケーキ レモンケーキ
キウイフルーツ キウイフルーツ オレンジ オレンジ バナナ バナナ

食塩    2.7g 食塩    2.7g 食塩    3.4g 食塩    2.8g 食塩    2.5g 食塩    3.3g
蛋白質  13.1g 蛋白質  25.8g 蛋白質  27.3g 蛋白質  23.7g 蛋白質  22.8g 蛋白質  32.2g

脂質    16.9g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  537kcalｴﾈﾙｷﾞｰ  509kcal

脂質    15.2g脂質    20.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  610kcalｴﾈﾙｷﾞｰ  521kcal

脂質    8.4g

筍ごはん ご飯 ご飯 親子丼 ご飯 ご飯
13 14 15 16 17 18

大根のかき玉煮 ゴマ酢和え 蒸しなすのからしみそ 味噌汁（豆腐・わかめ） 野菜炒め ポテトサラダ
さわらの西京焼き 串カツ サバの甘醤油煮 ほうれん草としらすのお浸し カレイの煮付け 鶏の照り焼き

キウイフルーツ キウイフルーツ オレンジ バナナ 漬物
バナナ

味噌汁（板ふ・長ネギ） 味噌汁（豆腐・ネギ） 味噌汁（なめこ・大根） オレンジ 味噌汁（わかめ・卵） 味噌汁（なめこ・ネギ）

蛋白質  21.3g 蛋白質  23.1g 蛋白質  23g 蛋白質  29.6g 蛋白質  27.4g 蛋白質  21.7g
白桃羹 紅葉まんじゅう カルピスゼリー パウンドケーキ 抹茶カステラ 小麦まんじゅう

ｴﾈﾙｷﾞｰ  533kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  669kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  490kcal

20 21 22 23 24 25
食塩    2.2g 食塩    2.7g 食塩    3g 食塩    3.2g 食塩    4g 食塩    2.5g脂質    13.3g 脂質    26.8g 脂質    6.4g

鶏竜田揚げ ムキカレイの照り焼き 豚しょうが焼き サケの塩焼き 豚肉と大根の煮物 鮭の焼き漬け・青じそ風味
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

かき玉汁 味噌汁（かぶ） 味噌汁（豆腐） 沢煮碗 味噌汁（豆腐・わかめ） 味噌汁（小松菜）
ほうれん草のごま和え 里芋の揚げだし マカロニサラダ なすのみそ炒め 胡瓜の酢の物 里芋まんじゅう

パウンドケーキ フルーツゼリー 黒糖まんじゅう プリン クレープ ドームケーキ（カスタード
キウイフルーツ キウイフルーツ オレンジ オレンジ バナナ バナナ

食塩    3.8g 食塩    3.6g 食塩    2.7g 食塩    1.9g 食塩    2.6g 食塩    2g
蛋白質  22.6g 蛋白質  22.6g 蛋白質  26.5g 蛋白質  26.7g 蛋白質  17.4g 蛋白質  25.5g

脂質    8.1g
ｴﾈﾙｷﾞｰ  501kcal

脂質    13.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  518kcal

脂質    11.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  517kcal

脂質    22.9g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  648kcal

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
赤魚のおろし煮 プルコギ風焼き肉 豆腐の中華煮 豚肉とチンゲンサイのうま煮

27 28 29 30

キウイフルーツ キウイフルーツ オレンジ オレンジ
ドームケーキ（カスタード 小豆入り抹茶羹 吹雪まんじゅう レモンケーキ

酢の物（マロニー 長いもの梅肉和え かにシュウマイ ブロッコリーごま和え
味噌汁（小松菜・豆腐） 卵とネギのスープ 大根のスープ 味噌汁（わかめ・ネギ）

＊仕入れ等の都合により、献立を変更する場合があります。

蛋白質  24.5g 蛋白質  22.7g 蛋白質  20.5g 蛋白質  21.7g
食塩    3.3g 食塩    2g 食塩    4.4g 食塩    3.2g脂質    15.9g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  565kcal

脂質    13.3g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  538kcal

脂質    17.1g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  586kcal


