
1

　

桜のデザート

汁無 ミニ桜もち

日 月 火 水 木

1 2 3 4 5

祥水園　野原ダイニング献立表

4月

ごはん ごはん

金 土

チンジャオロース 赤魚の煮付け

6 7

昼

食

ごはん ﾌﾚｯｼｭﾏﾝを応援！竹の子ご飯 ごはん フレッシュマンの勝負飯！ ごはん

じゃが芋とそぼろの甘辛煮 大根のカラフルサラダ 白菜と柚子の味噌煮 肉だんごと青菜の中華風煮物
鶏ケチャップ煮 鰆の塩焼き 桜ｴﾋﾞと菜の花の春一杯ｵﾑﾚﾂ 牛丼温玉 鮭の吉野揚げ

茄子ベーコン炒め
カボチャサラダ（ツナ） 白菜と桜えびの和え物 春キャベツの浅漬けサラダ 若竹汁 春雨の酢のもの ひじきと枝豆の中華サラダ 小松菜とコーンのマヨポン和え

厚揚げ野菜炒め 高野豆腐と春野菜の炊き合せ

赤出し（なめこ） すまし汁（菜の花） きのこ汁 すまし汁（ほうれん草・豆腐） ミニラーメン 赤出し（絹豆腐）

夕

食

ごはん ごはん ごはん 十五穀米 ごはん

大根の含め煮 ひじき五目煮 もやしソテー なすとひき肉の炒め物

ごはん ごはん
豚肉のネギ炒め 牛肉とかぼちゃの野菜炒め 鶏のマーマレード煮 鱈のピカタ 豚肉の梅大葉照り焼き ゆで鶏の練り味噌かけ 他人煮

タケノコの山椒煮
カニかまの酢の物 チンゲンサイと竹輪のお浸し 三度豆のサラダ 小松菜ごま和え キャベツの辛子和え シラスあえ ブロッコリー胡麻和え

みそ汁（ほうれん草） 赤出し（絹さや） みそ汁（南瓜） すまし汁（豆腐と豚）

麩の卵とじ 大根と揚げの煮物

みそ汁（南瓜・さつまいも）卵豆腐と絹さやのすまし汁 すまし汁（マイタケ・豆腐）
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昼

食

春野菜カレー ごはん ごはん アンコール！さんま蒲焼丼 春一杯のちらし寿司 おかげさまで4周年！感謝のお赤飯 ごはん
キャベツサラダ お袋の味肉じゃが 春野菜天ぷら 菜の花辛し和え ほうれん草の湯葉和え すき焼き風煮 お肉屋さんのコロッケ
桜のプチデザート 蕗と竹の子の煮物 春キャベツと黒キクラゲのソテー すまし汁（蕗と厚揚げ） すまし汁（絹さや） 3色ピーマンの金平 大根と豚バラの味噌煮

キャベツのツナ和え 酢の物（わかめ） 桜のくず餅 紅白なます 白菜のゴママヨサラダ
味噌汁（大根・わかめ） 赤出し（ほうれん草） 吸物（豆腐・ほうれん草） 茄子と大葉のスープ

夕

食

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
みんな大好き唐揚げ 八宝菜 鰆のマヨネーズ焼き 柳川風煮 鯖の香り味噌焼き カレー筑前煮

じゃが芋そぼろ煮 ぜんまい炒め煮 大根のホタテあんかけ 菜の花のバター炒め

ごはん ゆかりご飯
お好み焼き
玉ねぎの卵とじ

野菜サラダ（コーン） ひじきと青じそのサラダ 春菊としめじの和え物 もやし胡麻和え 小松菜とひじきの和え物 キャベツゆかり和え 豆腐サラダ
白菜とエビの煮物 春雨野菜炒め

もやしとワカメのスープ 水餃子 根菜汁 味噌汁（長葱と麩） 吸物（素麺・三つ葉） 赤出し（茄子） 青菜と湯葉のかき玉スープ

ごはん 孤独のグルメ黒炒飯 ごはん
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ツナしそひじきサラダ 鶏肉と野菜のうま煮

21

昼

食

ごはん ごはん えんどうご飯 ごはん

大根のそぼろあんかけ カボチャのミルク煮 菜花と春キャベツのオイスター炒 豆腐と舞茸のスープ
カレイの煮付け 園長大好きメンチカツ 鰆の黄身焼き 手ごね煮込みハンバーグ 鶏の唐揚げ

ゆばの山椒煮
サツマイモサラダ もやしのゴママヨサラダ きゅうり茄子しょうが和え 菜の花のサラダ ひじきサラダ 杏仁豆腐 ほうれん草とえのきの浸し
茄子カレー炒め キャベツと黒キクラゲの卵炒め

すまし汁（チンゲンサイ） 菜の花と卵のスープ すまし汁（ほうれん草） 大根ポトフ かぼちゃスープ すまし汁（マイタケ）

カレイのみぞれ煮夕

食

ごはん ごはん ごはん ごはん 竹の子御飯 ごはん ごはん

白菜と油揚げの煮物 ごんざ 青ネギの卵とじ 牛肉とたけのこのきんぴら ひじきとゴボウの金平 じゃが芋そぼろ煮 白菜の卵とじ
牛肉の味曽炒め

小松菜の味噌和え お浸し もみうり 白菜梅じそ和え 豆腐とキュウリの梅ごまサラダ

肉豆腐肉じゃが 鶏の紫煮 海鮮野菜炒め 高野豆腐卵とじ

カニの酢の物
味噌汁（ニラ・モヤシ） すまし汁（えのき） 味噌汁（わかめ、麩） ミニうどん 粕汁 吸物（はんぺん） 味噌汁（大根・わかめ）
かにサラダ
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昼

食

ごはん 梅じゃこご飯 ごはん ごはん 海苔オカカご飯

もやしの四川風 豆腐とツナのサラダ なす貝割サラダ 白菜のマヨポンサラダ

ダシたっぷり親子どんぶり ごはん
シュウマイ弁当 鶏照り焼き 私のホワイトグラタン 俺の愛した豚カツ 豚しょうが焼き 生揚げとワケギの酢和え 牛肉と大根のどて煮風
チンゲン菜と黒キクラゲの卵炒め かぼちゃのそぼろ煮 チンゲン菜と小エビのソテー 小松菜と湯葉の煮浸し ひじき五目煮 すまし汁（絹さや・ゆば） 蕗とちくわの金平

筍木の芽和え 桜のプチデザート 小松菜のなめこ和え
赤出し（若布） ミニそば カレースープ みそ汁（わけぎ・豆腐） 吸物（素麺・ねぎ） 掻玉汁

夕

食

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

厚揚げとキャベツの胡麻味噌炒め じゃが芋のベーコン煮 インゲンの金平 大根の豚肉の甘辛煮
菜の花の白和え

えんどうご飯 ごはん
さんまの塩焼き えびフライ 牛肉のおろし煮 鯖のみそ煮 大きなコロッケ 鰆のゆうあん焼き 豚肉のすき煮

沢煮わん

もやしの卵とじ 白菜のそぼろ煮 ぜんまいの煮物
三度豆の梅オカカ和え ブロッコリーサラダ キャベツの大葉和え 青梗菜辛子和え ふきのおかか和え 茄子のごま和え

わけぎのぬた

吸物（素麺） 豆乳スープ 赤だし（なめこ） 卵豆腐のすまし汁 味噌汁（菜の花・油揚げ）

きんぴらごぼう

ポークチャップ

みそ汁（春菊・油）

　　　　◆◇弁当の価格について◇◆
　　【昼】汁物あり…550円、汁物なし…500円
　　【夕】汁物あり…650円、汁物なし…600円

　　※注意※
●カレーライス等汁物のないメニュー・・・

　　【昼】500円、【夕】600円
　●ごはんの大盛り希望の方は別途料金(＋50円)をいただきます。

　※配達後2時間以内にお召し上がりいただきますようお願い致します。
　※弁当箱等紛失された場合、料金を頂戴することが

ございますのでご了承下さい。
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春菊のおひたし

豚汁

昼
食

ごはん 日の丸ごはん
鶏肉のねぎソースかけ 鮭の塩焼き
キャベツの煮浸し

茄子ベーコン炒め つくも煮

三度豆の味噌和え ほうれん草の浸し
ケンチン汁

みそ汁（なめこ） 豆腐と大葉のすまし汁

夕
食

ごはん ごはん
がんもの煮物

●緑の習慣

●白の習慣

●黒の習慣●

●黄の習慣●

お問い合わせは
TEL：0747-32-8739
FAX：0747-32-8751
ブログ：
http://www.shousuien.or.jp/

※当日注文〆切※
昼食９時半、夕食１３時半

【 お知らせ 】

今年の4月13日で、野原ダイニングのサービスをはじめさせて頂いて4周年になります！
皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて、お赤飯のお弁当にさせて頂きます。

是非ご注文下さい。


