
　今年もひふみ園の桜は、綺麗に咲き春の訪れを感じさせてくれます。
日中との寒暖差が大きいので、利用者さんの体調変動には気を付けたいと

・4月14日(水）・・・お楽しみメニュー 思います。
　今月のお楽しみメニューは、【春のお弁当】です。中身は当日のお楽しみ。
小さなわくわく感を楽しんでいただけたらと思います。　(管理栄養士 Y)

いんげんのごまﾏﾖ和え ほうれん草のしょうが醤油和え ﾋﾟｰﾏﾝの塩昆布和え 中華ｽｰﾌﾟ(卵) 菜の花とささみの和え物

●今月の行事食●

さけのコーン焼き
かぼちゃとチキンボールの煮物 金平れんこん かぼちゃのミルク煮 春雨ｻﾗﾀﾞ ひじきの煮物

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯
さわらのポテト焼き 豚肉ときのこの炒め物 赤魚の野菜あんかけ 回鍋肉

ﾃﾞｻﾞｰﾄﾑｰｽ(いちご) かき玉汁 みそ汁(さつまいも) 豚高菜 パイン
ごぼうの甘辛炒め 小松菜とかにかまのお浸し ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ もやしの和え物 なすのみそ炒め

米飯
焼きぎょうざ さばの味噌煮 ﾋﾚｶﾂ＆ﾒﾝﾁｶﾂ スパニッシュオムレツ 鶏肉のからあげ

オレンジジュース

昼

ワンタン入りラーメン 米飯 米飯 米飯

だいこんとちくわの煮物 牛乳
もやしのおみそ汁

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ 練乳クリームパン ホワイトミルクパン 米飯 チョコチップメロンパン

元気ヨーグルト ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 冬瓜のﾎﾟﾄﾌ ふりかけ(かつお)

令和3年04月26日(月) 令和3年04月27日(火) 令和3年04月28日(水) 令和3年04月29日(木) 令和3年04月30日(金)

小松菜の洋風煮
コーンスープ 牛乳 牛乳

卯の花 ﾅｽと豚肉の旨煮 かぶの煮物
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ﾁﾝｹﾞﾝ菜のおかか和え ｵｸﾗのなめたけ和え 大豆入りひじきの煮物 ｶﾘﾌﾗﾜｰのゆかり和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜としらすのごま和え 海藻ｻﾗﾀﾞ

米飯 米飯
ぶりの照り煮 揚げ魚のゆず南蛮 ﾏｽのﾚﾓﾝ醤油焼き 豚肉のオイスターソース炒め 白身魚の焼き浸し ほっけの塩焼き 油淋鶏

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

切干大根煮 だいこんとごぼう天の煮物 さつまいもの煮物 ふくさ焼き

ｵｸﾗのお浸し
ﾜｶﾒｽｰﾌﾟ 野菜とソーセージのソテー ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) ﾌﾙｰﾂ(ｵﾚﾝｼﾞ) みそ汁(しろな) ﾌﾙｰﾂ(りんご缶) 冬瓜と桜エビの風味煮
ほうれん草のﾅﾑﾙ 彩りスパサラ 菜の花の酢味噌和え ゴボウごまサラダ 春菊のﾋﾟｰﾅｯﾂ和え サウザンサラダ

ロールキャベツ 鶏の梅しそ天ぷら 高野豆腐とふきの煮物 豚すき煮 牛肉みそ炒め あじのおろし煮
昼

米飯 米飯 米飯 山菜おろしそば 米飯 米飯 米飯
ｽﾀﾐﾅ炒め

りんごジュース

牛乳
厚揚げのおみそ汁

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 じゃが芋の甘辛煮 牛乳 コーンスープ
ウインナー入りｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ ふりかけ(ﾀﾗｺ) ｵﾑﾚﾂ 元気ヨーグルト ベーコン入りスクランブル

令和3年04月25日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆあんぱん 黒糖ロール キャラメルリング 米飯 レーズンペストリー ハンバーガー ホワイトミルクパン
元気ヨーグルト

令和3年04月19日(月) 令和3年04月20日(火) 令和3年04月21日(水) 令和3年04月22日(木) 令和3年04月23日(金) 令和3年04月24日(土)

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え かぼちゃと豆腐あげの煮物 たけのこと豚肉の炒め煮

ゆかり和え しろなのさっぱり和え 白菜の香味和え ﾏｾﾄﾞｱﾝｻﾗﾀﾞ 里芋と厚揚げのみそ汁 白菜と青菜の二色和え ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞかけ

米飯 米飯
ﾏｽのちゃんちゃん焼き チキンカツ 赤魚の煮付け 豚肉の生姜焼き ﾒﾙﾙｰｻのﾌﾗｲ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ 鶏肉の竜田揚げ さばの漬け焼き

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

肉巻 さといもの煮物 青椒肉絲 冬瓜の煮物

ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ
中華ｽｰﾌﾟ(春雨) 赤だし汁(豆腐) ﾃﾞｻﾞｰﾄﾑｰｽ(ﾊﾞﾅﾅ） 菜の花の中華サラダ パインゼリー なめこの赤だし
切干大根のサラダ ほうれん草のゴマネーズ和え さくらゼリー ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物 ｴﾋﾞ焼売 小松菜のごま和え

さばの塩焼き 大根のお吸いもの たらの唐揚げ野菜あん 鶏肉と野菜の中華煮 さわらの生姜煮 菜の花のからし和え
昼

米飯 米飯 春のお弁当 米飯 米飯 米飯 ちらし寿司
八宝菜

フルーツジュース

牛乳
まいたけのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 さといものそぼろ煮 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
ツナと野菜の炒め物 アスパラの醤油マヨサラダ ふりかけ(ｻｹ) かぶと春菊のスープ煮 元気ヨーグルト タマゴサラダ

令和3年04月18日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メロンパン 北海道ミルクパン 米飯 ロールパン ﾎﾟﾃﾄﾛｰﾙ&黒糖食ﾊﾟﾝ 黒糖ロール
元気ヨーグルト

令和3年04月12日(月) 令和3年04月13日(火) 令和3年04月14日(水) 令和3年04月15日(木) 令和3年04月16日(金) 令和3年04月17日(土)

あさりと菜の花のからし和え たけのこの煮物 なすの炒め物
もずく酢 菜の花のごまﾄﾞﾚ和え 白菜とほたての和え物 豆腐ｻﾗﾀﾞ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(しいたけ) ほうれん草のなめたけ和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜のお浸し

米飯 米飯
さばのみりん焼き 豚肉のﾎﾟﾝ酢炒め ほっけの塩麹焼き さけの塩焼き 鶏の香味ｿｰｽかけ さわらの味噌煮 鶏すき煮

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

じゃが芋とﾂﾅのﾏｽﾀｰﾄﾞ炒め さつまいもと昆布の煮物 ﾚﾝｺﾝのそぼろ煮 こんにゃくの煮物

ｵｸﾗのとろろ和え
お吸物(かぶ) ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) コーヒーゼリー オレンジゼリー かぼちゃのごまﾏﾖ和え ﾋﾞﾀﾐﾝｾﾞﾘｰ お吸い物(菜の花)
小松菜の和え物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和え物 具沢山汁 オクラとわかめのごま風味サラダ 野菜ｿﾃｰ ポテトサラダ

チンゲン菜ときのこのソテー お好み焼き エビフライ・コロッケ ぶりの照り焼き とんかつ ｼｲﾗのﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き
昼

米飯 きつねうどん いりこ菜飯（半量） 米飯 米飯 米飯 米飯
ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ

りんごジュース

牛乳
小松菜のおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
ゴボウサラダ かぼちゃのクリーム煮 のり佃煮 ブロッコリーのコンソメ煮 元気ヨーグルト 卵ｻﾗﾀﾞ

令和3年04月11日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ｼｮｺﾗﾛｰﾙ レーズンロール シュガーバターコッペ 米飯 丸ロール ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ｲﾁｺﾞ) 十勝あんぱん
元気ヨーグルト

春雨の酢の物 ｵｸﾗとﾜｶﾒの和え物 かぶのなめたけ和え ほうれん草のｻﾗﾀﾞ
令和3年04月05日(月) 令和3年04月06日(火) 令和3年04月07日(水) 令和3年04月08日(木) 令和3年04月09日(金) 令和3年04月10日(土)

かれいの煮付け 鶏肉のごまみそ焼き 豚肉と野菜の炒め物
ちくわとｲﾝｹﾞﾝ煮 しろなの煮浸し ｶﾘﾌﾗﾜｰのｶﾚｰ炒め こうや煮

お吸物(とろろ昆布) ﾌﾙｰﾂ(ﾏﾝｺﾞｰ) みそ汁(大根) いちごｾﾞﾘｰ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯
豚肉の塩炒め

ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ ますの焼き南蛮漬け 白身魚フライ・イカリング

チンゲン菜とささみのゴマサラダ 福神漬 じゃが芋煮 冬瓜の旨煮

オレンジジュース

昼

赤飯 ビーフカレー 米飯 米飯
赤魚のたけのこあんかけ

小松菜のおかか和え 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳
えのきのおみそ汁

朝

令和3年4月

米飯 カスタードクリームパン ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) レーズンドッグ
ふりかけ（しそ） ほうれん草のﾋﾟｰﾅｯﾂ和え 元気ヨーグルト ソーセージのソテー

4月のメニュー

令和3年04月01日(木) 令和3年04月02日(金) 令和3年04月03日(土) 令和3年04月04日(日)


