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汁無

汁無

卵豆腐とネギのすまし汁 すまし汁（小松菜・麩） 吸物（素麺・三つ葉） 赤出し（ほうれん草） 吸物（榎木茸）

もやしソテー
茄子のごま和え 生揚げとワケギの酢みそ和え ほうれん草のゴママヨサラダ もやし胡麻和え 三度豆の味噌和え

鶏の紫煮 鶏肉の唐揚げ 他人煮 鰆の塩焼き 豚肉のおろし煮夕

食

ごはん ごはん ごはん 十五穀米 ごはん

かぼちゃの含め煮 大根のホタテあんかけ インゲンの金平 茄子と豚肉の煮浸し

小松菜とコーンのマヨポン和え なす貝割サラダ アスパラとパプリカのごま和え カニサラダ
吸物（はんぺん） のっぺい汁 すまし汁（茄子・ネギ） 小松菜のコンソメスープ

鯖のみそ煮 豚肉の梅大葉照り焼き エビのフリッター
白菜と薩摩揚げの煮浸し パインとマンゴーのプチケーキ 厚揚げと豚肉の甘辛炒め 小松菜と湯葉の煮びたし 塩麹入り肉じゃが

昼

食

ごはん 初夏の野菜カレー ごはん ごはん ごはん
鮭の塩焼き ブロッコリーサラダ

豆腐のすまし汁

　　　　◆◇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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赤出し（なめこ） すまし汁（小松菜） 白菜のしょうがスープ すまし汁（大根） 味噌汁（なすと葱） 豚汁

ゆばの山椒煮 わけぎの卵とじ ごんざ
小松菜ごま和え キャベツゆかり和え マカロニ卵サラダ あげと卵の酢の物 カニかまの酢の物 青菜辛子和え オクラ胡麻和え

ごはん ごはん
海鮮野菜炒め プルコギ炒め 鶏ケチャップ煮 鮭のじゃがバター焼き すき焼き風煮 吉野揚げ 白身魚のカレーピカタ

夕

食

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん

ぜんまい炒め煮 かぼちゃの煮物 チンゲン菜の塩炒め 茄子と豚肉の炒め物

プチデザート ひじきと青じそのサラダ ごまサラダ
かぼちゃスープ 吸物（素麺） すまし汁（豆腐と豚） 玄米粉入りミニラーメン ワカメの卵スープ 味噌汁（わかめ・玉）

ひじきの炒り煮 豚肉と大根の煮物 キャベツと黒キクラゲの卵炒め もやしと黒キクラゲの中華炒め 赤出し（絹豆腐） キャベツとキクラゲの塩糀炒め もやしの卵とじ

ごはん ごはん
肉豆腐 初夏の掻揚 カレイの煮付け 酢豚 チンゲン菜の辛子和え なすのミートグラタン お肉屋さんのコロッケ昼

食

ごはん ごはん わかめご飯 ごはん 初夏の散らし寿司

ツナサラダ ひじきとキュウリの酢の物 煮なます 白菜のゴママヨサラダ
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ブロッコリー胡麻和え
すまし汁（豆腐） すまし汁（チンゲンサイ） 味噌汁（大根・わかめ） ニラ玉スープ 味噌汁（キャベツ・ちくわ） すまし汁（絹さや） 味噌汁（なす）
ちりめんおろし大根 酢の物（チリメン） ふきのおかか和え 青菜のひじき和え サツマイモサラダ オクラの酢の物

豆腐と鶏肉のみぞれ煮大きなコロッケ 牛肉とかぼちゃの野菜炒め マーボー厚揚げ 鶏照り焼き
ピーマンと竹輪の甘辛煮 大根うま煮 小松菜の卵とじ つくも煮 ぜんまいの煮物 なすの肉味噌かけ チンゲンサイの炒り煮
親子煮 赤魚の煮付け夕

食

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
すまし汁（チンゲンサイ・舞茸） 玄米粉のミニうどん きのこのしょうがスープ 春雨スープ もやしとワカメのスープ 清汁（榎木茸）

肉じゃが大豆
ツナしそサラダ キャベツともやしの梅オカカ和え 青菜と湯葉のかき玉スープ 白菜と桜えびの和え物 小松菜の味噌和え 春キャベツの辛子和え 春菊と白菜の味噌和え
ひじきとごぼうの金平 茄子と絹さやの鍋しぎ ブロッコリーとコーンのサラダ 切干し大根煮物 蕗と竹の子の煮物 里芋のゴマ煮
母の日に　お袋の味肉じゃが 鰆の黄身焼き 屋台の味！ソース焼そば 豚しょうが焼き 鯵の南蛮漬け 牛肉と大根のどて煮風 鮭の塩焼き

19

昼

食

ごはん ひじきご飯 おにぎり ごはん ごはん 麦ご飯 ごはん
13 14 15 16 17 18

味噌汁（キャベツ・薩摩揚げ）すまし汁（ほうれん草） 赤出し（茄子と玉ねぎ） すまし汁（マイタケ・豆腐） すまし汁（えのき） 素麺みそ汁 豆腐とほうれん草のすまし汁

じゃが豚大豆
ひじきサラダ ちくわ辛子和え キャベツと桜えびの和え物 きゅうり茄子しょうが和え お浸し もやしとハムの和え物 チンゲンサイ辛子和え
かに玉の炒り豆腐 チンゲン菜と豚肉のソテー かぼちゃのそぼろ煮 厚揚げと小松菜の炒め煮 なすと豚肉のすき焼き 高野豆腐とひじきの煮物

ごはん ごはん ごはん
鶏ナス味噌炒め 鰆のマヨネーズ焼き 卵辛草焼き（フーヨーハイ） ゆで鶏の練り味噌かけ 白身魚のフリッター 豚みそ炒め 白身魚のカレー焼き

根菜豚汁 マカロニスープ チンゲンサイとホタテのスープ レタススープ 大根スープ

夕

食

ごはん ごはん 筍ごはん ごはん

春キャベツと桜えびの炒め物

酢の物（キャベツ、人参） マンゴーのプチケーキ 三度豆の梅マヨサラダ 中華風和え物 ブロッコリーのツナサラダ ラーメンサラダ
白菜のそぼろ煮 豆腐のスープ 大根のゴマ煮 春雨と黒キクラゲの卵炒め ミニケーキ チンゲン菜と小エビのソテー

３色ナムル 鶏のから揚げネギソースかけ 八宝菜 ひじきと枝豆のサラダ 緑鮮やか　初夏のオムレツ エビシュウマイ

12

昼

食

ごはん 私のレタスチャーハン ごはん ごはん カフェ風ハヤシライス ごはん ごはん
サンマの梅煮

6 7 8 9 10 11

卵豆腐のすまし汁 ミニそば 野菜スープ 味噌汁（大根・わかめ） 若竹汁
柏餅

茄子とピーマンのオカカ炒め 小松菜と湯葉の煮浸し 玉ねぎの卵とじ 蕗土佐煮 グリンピースの卵とじ
カボチャサラダ（ツナ） もやしと竹輪の辛し和え 白菜ツナサラダ 小松菜の梅じゃこ和え もみうり

ごはん
アジフライ 豚肉ときのこの味噌炒め 鶏のゴマ焼き 豚肉のすき煮 牛肉当座煮

みそ汁（小松菜） すまし汁（マイタケ） 菜の花とかにかまのスープ キノコスープ
柏餅

夕

食

ごはん ごはん ごはん ごはん

味噌肉じゃが 肉団子とチンゲン菜の中華煮 ジャーマンポテト
ほうれん草とえのきの浸し プチよもぎ大福 ほうれん草の湯葉和え もやしと人参の四川風 ほうれん草の3色和え

チキンピカタ 大根の梅サラダ 焼き鯖 赤ピーマンのチンジャオロース みんな大好きえびフライ

4 5

昼

食

えだまめご飯 がっつり牛丼 日の丸ごはん ごはん ごはん

菜の花のソテー 若布スープ

金 土

1 2 3

祥水園　野原ダイニング献立表

5月

日 月 火 水 木

●赤の習慣●

●緑の習慣

●白の習慣●

●黒の習慣●

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 】

５月14日・23日は、玄米粉と亜鉛を強化した健康麺が入った汁物です。
玄米粉は、食物繊維が豊富たっぷり！亜鉛は抗酸化作用の活性化やタンパク質の代謝を促す事で、アンチエイ

ジング・美肌・生活習慣病予防にも効果が期待できます。皆さん是非ご賞味ください♪


