




553 kcal 623 kcal 496 kcal 543 kcal 470 kcal

92 kcal 129 kcal

594 kcal 572 kcal 481 kcal 568 kcal 469 kcal 576 kcal

27 kcal 100 kcal 75 kcal 78 kcal 100 kcal 123 kcal

富良野メロン
ロールケーキ

中華ちまき 柏餅風ねりきり

メロンバウムクーヘン キャラメルプリン

おやつカロリー

過ごしやすい季節になりましたが、朝晩で寒暖の差があります。日中は衣類の調節や水分をこまめに

飲んで脱水に気をつけましょう！

昼のカロリー

おやつ カルピス寒天 水ようかん ドーナツ ホットケーキ

オレンジ・漬物 果物 菜種和え・漬物 果物缶 昆布佃煮 おにぎり

お好み焼き
風オムレツ

かぼちゃのいとこ煮

マカロニサラダ アスパラのマヨ和え
(えび・ピーマン・
さつま芋) 五目豆 じゃが芋の甘辛煮 ゼリー

☆肉うどん☆

三色丼 すまし汁 ご飯・味噌汁 しらすの鰹節ご飯 味噌汁 肉うどん

昼食献立

☆三色丼☆ ご飯 ☆天ぷら☆
☆しらすの
鰹節ご飯☆

ご飯

味噌汁 鶏肉の野菜あんかけ 天ぷら 味噌汁・唐揚げ

おやつカロリー

7 8 9 10 11 12

昼のカロリー

おやつ 抹茶寒あずきのせ ココアケーキ

漬物 ゼリー めかぶ和え 果物缶 果物缶・煮豆

かぼちゃサラダ 千切りたくあん さつま芋のごま煮 チーズサラダ 筑前煮

親子丼・味噌汁 たけのこご飯 味噌汁 ちらし寿司

メンチカツ 菜の花の辛子和え 味噌汁・鯖の塩焼き スパニッシュオムレツ すまし汁

5

昼食献立

ご飯 ☆親子丼☆ ☆たけのこご飯☆ ご飯 ☆ちらし寿司☆

味噌汁

日付け 1 2 3 4

平成30年5月の献立
曜日 月 火 水 木 金 土

栄養科よりお知らせ 

ゴールデンウィーク 

14日 ポークカレー 

7日 三色丼 
3日 たけのこご飯 
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550 kcal 523 kcal 411 kcal 452 kcal 580 kcal 599 kcal

65 kcal 71 kcal 89 kcal 103 kcal 114 kcal

491 kcal 504 kcal 594 kcal 412 kcal 444 kcal 542 kcal

97 kcal 60 kcal 97 kcal 98 kcal 44 kcal 80 kcal

528 kcal 461 kcal 531 kcal 467 kcal

57 kcal 98 kcal 191 kcal

ミルクレープ

イチゴ蒸しパン

おやつカロリー

昼のカロリー

おやつ フルーチェ 手作りおやつ コーヒーゼリー

お楽しみに

果物 アスパラサラダ 果物 果物

もやしとハムのサラダ ポテトのチーズ焼き 春雨サラダ ひじきの煮つけ

大豆ときのこのスープ オニオンスープ わかめスープ すまし汁

昼食献立

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

焼肉 ロールキャベツ
チキンソテー
和風オニオン

鰆の味噌焼き

やわらかおかき イチゴスペシャル

おやつカロリー

日付け 28 29 30 31

昼のカロリー

おやつ 芋ようかん あずき寒天 いちごババロア フレッシュミルク

果物 フルーチェ ゼリー 果物 漬物 果物

白身魚の磯部天 コーンスープ

切り干し大根の煮物 ブロッコリーのごまドレサラダ マカロニサラダ なめたけ和え 菜種和え グリーンサラダ

☆ドリア☆

味噌汁 ドライカレー コンソメスープ そら豆ご飯・味噌汁 味噌汁 ドリア

昼食献立

ご飯 ☆ドライカレー☆ ご飯 ☆そら豆ご飯☆ ご飯

白身魚の和風あん 野菜スープ ハンバーグ 鮭の塩焼き

☆喫茶☆ コーヒーゼリー牛乳ミックス

おやつカロリー

日付け 21 22 23 24 25 26

昼のカロリー

おやつ ナイススティック ビスコ たい焼き ロールケーキ

ブロッコリーサラ
ダ・フルーチェ

マカロニサラダ・漬物 ザーサイ和え・果物 漬物 果物 漬物

豚肉の生姜焼き 親子煮

コンソメスープ ご飯・味噌汁 しゅうまい 菜の花のくるみ和え 里芋のにっころがし ブロッコリーのごま和え

ご飯

ポークカレー 鮭のバター醤油焼き チャーハン すまし汁 豆腐スープ 味噌汁

昼食献立

☆ポークカレー☆ ☆セレクトメニュー☆ ☆チャーハン☆ ご飯 ご飯

福神漬けとらっきょう 又は　鶏南蛮 春雨スープ アジフライ

金 土
日付け 14 15 16 17 18 19
曜日 月 火 水 木
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ゴールデンウィーク 

ハートケア通所 季節のおやつ 

富良野メロン 

ロールケーキ 

中華ちまき 柏餅風ねりきり 

皆様のお越しを 

お待ちしております！ 
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