
　　●今月の行事食●
　　・5月12日(水）昼食・・・お楽しみメニュー
　　・5月23日(日）毎食・・・みんなの日曜日メニュー

　　　春らしい日差しも、段々と汗ばむ陽気に変わってきました。　そんな5月に旬を
　　迎える食材【グリンピース】を使って17日に豆ご飯を提供します。緑鮮やかな
　　ご飯を楽しんで頂けたらと思います。
　　　右の写真は、4月の【春のお弁当】です。サラダ巻きに稲荷寿司、天ぷら、出汁
　　巻き卵、ゆず和え、野菜巻きを詰めさせて頂きました。　利用者さんも満足のお弁
　　当になりました。　 　　　(管理栄養士　Y)

夕

米飯

ひらすの唐揚げ野菜あん

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物

ﾃﾞｻﾞｰﾄﾑｰｽ(チョコ）

令和3年05月31日(月)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

元気ヨーグルト

コーンスープ

昼

ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ

レンコンの胡麻醤油炒め

ﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ

白菜とベーコンのｽｰﾌﾟ

切干大根の炒め煮 さといもときんちゃくの煮物 白菜とたくあんの和え物

豆腐ｻﾗﾀﾞ かぼちゃのフレンチサラダ ほうれん草のなめたけ和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜のお浸し ゆかり和え しろなとささみのさっぱり和え フルーツ缶（黄桃）

米飯 米飯

柳川風卵とじ バサのナッツフライ さわらの味噌煮 牛すき煮 さけのちゃんちゃん焼き ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾁｷﾝ 赤魚の煮付け
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

こんにゃくの煮物 野菜ｿﾃｰ わかたけ煮 なすの炒め物

フルーツ缶（洋ナシ） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(しいたけ) ﾋﾞﾀﾐﾝｾﾞﾘｰ お吸い物(菜の花) きなこミルクムース 赤だし汁(なめこ・豆腐) ﾏｾﾄﾞｱﾝｻﾗﾀﾞ

あさりと菜の花のからし和え カリフラワーときゅうりの甘酢漬 ｵｸﾗのとろろ和え 肉巻・春巻き ほうれん草とかまぼこのお浸し がんもと冬瓜の煮物

コロッケ 鶏の香味ｿｰｽかけ 洋風卵焼き ﾋﾗｽのﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き 八宝菜 さばのサルサソースかけ ﾋﾚｶﾂ＆ﾒﾝﾁｶﾂ
昼

焼きそば 米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯 麦ごはん

ｶﾘﾌﾗﾜｰの洋風煮

ヨーグルッぺ

牛乳

春菊のおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 大根とちくわの煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

ツナと青菜のソテー ポテトサラダ ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) じゃが芋とチキンのトマト煮 元気ヨーグルト 野菜とソーセージのソテー

令和3年05月30日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 黒糖ロール りんりんりんご 米飯 レーズンドッグ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) イチゴジャムパン

元気ヨーグルト

令和3年05月24日(月) 令和3年05月25日(火) 令和3年05月26日(水) 令和3年05月27日(木) 令和3年05月28日(金) 令和3年05月29日(土)

じゃが芋とﾂﾅのﾏｽﾀｰﾄﾞ炒め ｶﾘﾌﾗﾜｰのｶﾚｰ炒め ◇大根の煮物　他

春雨の酢の物 ｵｸﾗとﾜｶﾒの和え物 菜の花のごまﾄﾞﾚ和え カニカマとほうれん草のｻﾗﾀﾞ もずく酢 かぶとえびのなめたけ和え 白菜のおみそ汁

米飯 米飯

豚肉のオイマヨ炒め かれいの香味煮 鶏肉のﾎﾟﾝ酢炒め 豚肉と白菜のオイスター炒め さばの山椒焼き 鶏肉のくるみみそ焼き ◇赤魚のみそ漬け焼き
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

ちくわとｲﾝｹﾞﾝ煮 しろなの煮浸し さつまいもと昆布の煮物 こうやの炊き合わせ

じゃが芋のたらこマヨ和え

アスパラとささみのピーナツ和え ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽｰﾌﾟ ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) いちごｾﾞﾘｰ お吸物(かぶ) チンゲン菜のナムル 野菜と果物のゼリー

かぶの煮物 ゴボウとちくわのサラダ ひじきｻﾗﾀﾞ 冬瓜の旨煮 小松菜の和え物 さつま揚げとじゃが芋煮

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ほうれん草とじゃこの炒め物 アジフライ・イカリング 照り焼きチキン ますの南蛮漬け スペイン風オムレツ
昼

豆御飯（グリンピース） 米飯 カレーうどん 米飯 米飯 麦ごはん たいめいけん特製ハヤシライス

揚魚（赤魚）のたけのこあんかけ

リンゴジュース

付）野菜炒め

うまい菜のお味噌汁 牛乳

コーンスープ 牛乳 牛乳 だいこんの煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

ﾊﾑと野菜のソテー 野菜のコンソメ煮 ふりかけ(ﾀﾗｺ) かぼちゃのスープ煮 元気ヨーグルト 黒酢の肉団子

令和3年05月23日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆黒糖食ﾊﾟﾝ メロンパン 十勝あんぱん 米飯 レモンフラワーパン ハンバーガー 中華粥

元気ヨーグルト

令和3年05月17日(月) 令和3年05月18日(火) 令和3年05月19日(水) 令和3年05月20日(木) 令和3年05月21日(金) 令和3年05月22日(土)

冬瓜の煮物 かぶのｺﾝｿﾒ煮 湯豆腐

かぼちゃｻﾗﾀﾞ 塩こんぶ和え キャベツとカニカマの中華和え 冷奴 トマトともずくの和え物 小松菜のﾂﾅ和え 青梗菜の中華和え

米飯 米飯

牛肉の甘辛煮 さばの生姜煮 ﾒﾙﾙｰｻの香草焼き 白身魚の和風ﾑﾆｴﾙ 豚の生姜焼き お好み焼き風卵焼き ぶりのポン酢煮
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

ｷｬﾍﾞﾂのみそ炒め じゃこの炒め物 きんぴらごぼう かぼちゃと鶏肉の煮物

ブロッコリーのイタリアンサラダ

もやしのごま和え コンソメスープ 杏仁フルーツ バナナヨーグルト キャベツのコールスローサラダ フルーツ缶（マンゴー） お吸物(ほうれん草・そうめん)

大根とちくわの煮物 アスパラガスのサラダ ワカメスープ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｻﾗﾀﾞ じゃが芋の煮物 ほうれん草のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ

鶏の唐揚げネギソース もやしのポン酢和え 大根とがんもの昆布煮 あじの揚げ煮 さわらの西京焼き 鶏肉のねぎみそ漬焼き
昼

米飯 麦ごはん ルーローハン（魯肉飯） 肉そば 米飯 米飯 米飯

鮭としめじのしょうが味噌

ジョア（ストロベリー）

牛乳

しめじのおみそ汁

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 れんこんの煮物 牛乳 クリームポタージュ

野菜ときのこのバターソテー カリフラワーサラダ ふりかけ(ｻｹ) スクランブルエッグ 元気ヨーグルト 小松菜のソテー

令和3年05月16日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ イエローロール 北海道ミルクパン 米飯 マロンファンシー ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ｶｽﾀｰﾄﾞﾛｰﾙ 黒糖ミルク

元気ヨーグルト

令和3年05月10日(月) 令和3年05月11日(火) 令和3年05月12日(水) 令和3年05月13日(木) 令和3年05月14日(金) 令和3年05月15日(土)

じゃが芋とウインナーの炒め物 さといもの煮物 ｴﾋﾞ焼売・ぎょうざ

ﾋﾟｸﾙｽ 冷奴　おろしポン酢がけ 青菜のお浸し ﾁﾝｹﾞﾝ菜のﾂﾅ和え ほうれん草のおかか和え きゅうりとかぶの浅漬け風ｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ

麦ごはん 米飯

キッシュ さわら塩麹焼き あじのから揚げ 豚しゃぶのごまだれかけ 白身魚のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き 鶏肉のみそﾏﾖ焼き 麻婆なす
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

ゴボウサラダ 山菜の煮物 れんこんきんぴら 竹の子の炒め物

小松菜のお浸し

菜の花のわさび和え ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭｽｰﾌﾟ フルーチェ(ぶどう) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(ほうれん草) フルーツ缶（白桃） ジャーマンポテト 抹茶ゼリー

うまい菜の煮物 ｷｬﾍﾞﾂｿﾃｰ 野菜のﾄﾏﾄ煮 切干大根のサラダ こうやの卵とじ 青菜の和え物

ﾐｰﾄﾛｰﾌ 鶏のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ ごぼうの甘辛炒め ｼｲﾗの山椒焼き 赤魚の梅煮
昼

麦ごはん 米飯 米飯 えびﾋﾟﾗﾌ 鶏南蛮うどん 米飯 米飯

さばの焼き浸し

オレンジジュース

牛乳

小松菜のおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 かんぴょうの煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

ほうれん草とベーコンの炒め物 野菜のスープ煮 のり佃煮 タマゴサラダ ヨーグルト 白菜のクリーム煮

令和3年05月09日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ｲﾁｺﾞ) 抹茶リング ロールパン 米飯 カスタードクリームパン ﾎﾟﾃｻﾗﾛｰﾙ＆ﾐﾙｸﾊﾟﾝ シュガーバターコッペ

元気ヨーグルト

令和3年05月03日(月) 令和3年05月04日(火) 令和3年05月05日(水) 令和3年05月06日(木) 令和3年05月07日(金) 令和3年05月08日(土)

夕

米飯 米飯

すき焼き風 ぶりの生姜煮

なすのごま煮 カニカマとしろなのサラダ

コーンサラダ みそ汁(卵)

米飯

白身魚のﾋﾟｻﾞ風焼き 鶏肉のてり焼き

白菜の炒め煮 冬瓜とあさりの煮物

ﾃﾞｻﾞｰﾄﾑｰｽ(ﾊﾞﾅﾅ） もやしとほうれん草の香味和え

朝

令和3年5月

ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆあんぱん レーズンアップルﾊﾟイ

元気ヨーグルト かぼちゃのソテー

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳

昼

米飯

5月のメニュー

令和3年05月01日(土) 令和3年05月02日(日)


