高野豆腐ｲﾝｹﾞﾝ煮･大
厚焼き玉子･青菜と高
なすとﾍﾞｰｺﾝのﾄﾏﾄｿｰｽ
根とﾍﾞｰｺﾝの煮物･人
野豆腐の煮物･大根な
煮･白菜のかに風味あ
1 参と春雨のｻﾗﾀﾞ
2 ます
3 え
ﾎﾟｰｸｼﾞﾝｼﾞｬｰ･鶏ﾐﾝﾁと
(月) 小松菜の煮物･蓮根ｻﾗ (火)
ｺｽﾓｽ弁当
(水)
寿司ﾗﾝﾁ
ﾀﾞ
さわら白醤油焼き･中
鶏肉の中華風煮･彩り
銀ﾋﾗｽの甘酢焼き･ﾋﾟｰ
華うま煮･ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｼﾞｰｻ
五穀ひじき･いんげん
ﾏﾝと春雨の含め煮･ﾁﾝ
ﾗﾀﾞ
のｻﾗﾀﾞ
ｹﾞﾝ菜とｷｬﾍﾞﾂのあえ
もの
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ･ｺﾞﾛｺﾞﾛ
鶏大豆･南瓜のごま
高野豆腐と鶏そぼろ
ﾎﾟﾀｰｼﾞｭ･ﾎｳﾚﾝ草ｿﾃｰ
煮･一夜漬け
の煮物･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの玉
8
9
10 子炒め
ｱｼﾞのみりん焼き･ｼﾞｬ
ﾎｯｹ一夜干し･ひじき
(月) ｶﾞｲﾓとえのきの煮物･ (火)
ｺｽﾓｽ弁当
(水) のｶﾗﾌﾙ煮･かぼちゃの
ごぼうのﾋﾟﾘ辛ｻﾗﾀﾞ
ゆず風味
牛肉とｷｬﾍﾞﾂの炒め
たらの味噌焼き･さつ
鶏肉と大根の煮物･厚
煮･さつま揚げと小松
ま芋のﾚｰｽﾞﾝ煮･えの
焼き玉子･お麩と白菜
菜の煮浸し･なすの中
きとｷｬﾍﾞﾂの炒め
の煮物
華風南蛮漬け
焼き豆腐の含め煮･赤
車麩の玉子とじ･さっ
大根のそぼろひじき･
玉南瓜煮･和風ｻﾗﾀﾞ
ぱりﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ･椎茸昆
ｳｨﾝﾅｰとｷｬﾍﾞﾂのあえ
15
16 布
17 もの
彩り真丈･ｼﾞｬｶﾞ芋の
(月)
ｺｽﾓｽ弁当
(火) 甘辛炒め･なすの中華 (水)
調理ﾚｸ
あえ
鯖の味噌煮･豚肉豆
ｽﾀﾐﾅﾎﾟｰｸ･春雨ｻﾗﾀﾞ･
ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ･根菜ﾏﾘﾈ･も
腐･大根と青菜の柚子
白菜の煮浸し
やしの炒め
和え

蓮根金平･もやしの煮
浸し

寄席豆腐のうすあん･
白菜とﾐﾝﾁの中華炒
4
5
6
7 め･大根の塩昆布あえ
和風焼きうどん･野菜
ｻﾜﾗの磯部焼き･さつ
ﾏｲﾙﾄﾞｶﾚｰ･青菜とｶﾘﾌﾗ
(木) と高野豆腐のうま煮･ (金)
ｺｽﾓｽ弁当
(土) ま芋と豚肉の揚煮･蒸 (日) ﾜｰの塩炒め･蒸し鶏の
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾏﾖあえ
し野菜塩こうじ和え
醤油ﾏﾖﾈｰｽﾞ
ﾋﾟｻﾞﾁｷﾝ･大根とﾍﾞｰｺﾝ
ﾁｬﾌﾟﾁｪ･塩麹金平･ｶﾘﾌ
ﾁｷﾝのｶﾞｰﾘｯｸﾄﾏﾄ仕立
つくねの照焼き･ふき
の洋風煮･ちくわと白
ﾗﾜｰのあえもの
て･ﾍﾞｰｺﾝと野菜のｿ
と人参の甘露煮･五目
菜のｻﾗﾀﾞ
ﾃｰ･玉子ｽﾊﾟｻﾗﾀﾞ
春雨の酢の物
豚肉と菜の花のごま
煮･もやしのﾏﾖ炒め
11

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ･ｶﾗﾌﾙﾎﾟﾃ
ﾄ

ﾍﾞｰｺﾝとｷｬﾍﾞﾂの炒め
物･じゃが芋のｽｰﾌﾟ
12 煮･大根ｻﾗﾀﾞ

肉団子の白味噌煮･小
松菜の炒め

ごぼう金平･なすの炒
め

がんもどきの含め煮･
ふきの金平･一夜漬

13

14
和風煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･
ﾎｷのｶﾞｰﾘｯｸｵｲﾙ焼き･
ｺｽﾓｽ弁当
(土) ｺﾞﾛｺﾞﾛ野菜の塩炒め･ (日) ｽﾞｯｷｰﾆのﾄﾏﾄ炒め･ｺｰﾙ
昆布と大豆の煮物
ｽﾛｰｻﾗﾀﾞ･
ﾎﾟｰｸｹﾁｬｯﾌﾟ･竹輪とﾌﾞ
さばの照焼き･高野豆
赤魚のごま醤油焼･豚
鶏もも竜田揚げ･ｼﾞｬ
ﾛｯｺﾘｰのとろみ煮･ﾎｳﾚ
腐とえんどう豆の卵
肉と大根のﾋﾟﾘ辛煮･
ｶﾞｲﾓと椎茸の煮物･ﾎｳ
ﾝ草とお揚げのごまあ
あえ･かぼちゃｻﾗﾀﾞ
ｷｬﾍﾞﾂと鶏肉の甘酢生
ﾚﾝ草と切干のおひた
え
姜あえ
し
がんもと大根の煮物･
ﾋﾟｰﾏﾝと春雨の含め
刻み昆布とさつま芋
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの卵とじ･五
青菜とｷｬﾍﾞﾂのお浸し
煮･白菜の玉子炒め
の煮物･ちくわと大根
色金平･ｷｬﾍﾞﾂの塩昆
18
19
20 の炒め物
21 布あえ
豚肉と里芋の味噌煮･
白身魚の和風あん･野
ﾄﾏﾄ煮こみﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･大
(木) ﾎｳﾚﾝ草と人参の白和 (金)
ｺｽﾓｽ弁当
(土) 菜おろし煮･白花豆煮 (日) 根とﾍﾞｰｺﾝの煮物･青
え･糸こんにゃくの炒
菜のわさび和え
白身魚の生姜醤油焼
鶏肉のおろし煮･やさ
ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ･ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃ
ﾒﾊﾞﾙのﾊﾞｼﾞﾙｵﾘｰﾌﾞ焼
き･かぼちゃのそぼろ
いかき揚げ･ｶﾘﾌﾗﾜｰの
ﾄ･ﾏﾘｰﾈｻﾗﾀﾞ
き･ｷｬﾍﾞﾂと豚肉のｶｷ
煮･ささみのごまあえ
菜種あえ
ｿｰｽ炒め･ｶﾘﾌﾗﾜｰの煮
物
麻婆豆腐･ﾏﾛﾆｰの含め
(木) 煮･ｲﾝｹﾞﾝの炒め
(金)

ｼﾞｬｶﾞｲﾓﾃﾞﾐｸﾞﾗｿｰｽ･あ
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ･菜の花
卵焼き･野菜のｺﾝｿﾒ煮
竹輪とﾌﾞﾛｯｺﾘｰのとろ
海鮮ｷｬﾍﾞﾂ･大根の含
らびきｳｨﾝﾅｰ･ｲﾝｹﾞﾝの
のｸﾘｰﾑ煮･ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ
み煮･納豆
め煮
22 ごま和え
23
24
25
26
ぶりのおろし煮･豚肉
和風焼きうどん･ﾂﾅと
回鍋肉･白菜の蒸し
とｷｬﾍﾞﾂのｶﾚｰ炒め･ひ
切干大根のｻﾗﾀﾞ･じゃ
煮･すき昆布とえのき
(月)
ｺｽﾓｽ弁当
(火)
(水)
(木)
(金)
ｺｽﾓｽ弁当
じきとお揚げの煮物
が芋煮
の酢の物
鶏団子の照り煮･大豆
とごぼうの煮物･ﾎｳﾚﾝ
草とﾊﾑのﾏﾘｰﾈ

豚丼･白菜とえのき茸
の炒め･ｲﾝｹﾞﾝのﾋﾟｰﾅｯ
ﾂあえ

ﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ･ｼﾞｬｶﾞｲﾓｿ
春菊と厚揚げの煮物･
ﾃｰ･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾊﾑのｸﾘｰ
ふきと人参の甘露煮･
29 ﾑ煮
30 一夜漬
ﾌﾞﾘのごま焼き･ｼﾞｬｶﾞ
根菜と肉団子の和風
(月) ｲﾓと椎茸の煮物･麩と (火) 生姜ｽｰﾌﾟ･塩野菜炒
若布の酢の物
め･金時豆煮
鶏肉のﾚﾓﾝ風味味･ひ
白身魚の味噌煮･竹輪
き肉と豆腐のうま煮･
と菜の花の煮物･れん
ﾊﾑと春雨のｻﾗﾀﾞ
こんｻﾗﾀﾞ

鶏肉と大根の煮物･厚
焼き玉子･お麩と白菜
の煮物

銀ﾋﾗｽの生姜煮･蓮根
金平･ｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ
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高野豆腐とそぼろの
煮物･白菜のゆかりあ
27 え
28
鶏肉の韓国風炒め･白
菜と厚揚げの中華そ
(土)
(日)
ぼろ煮･さつま芋とﾂﾅ
の青じそｻﾗﾀﾞ
ごぼう入りつくねの
ｻﾜﾗの酒粕焼き･豚肉
和風あんかけ･竹輪と
と大根の煮物･春菊の
ｼﾞｬｶﾞｲﾓの甘辛炒め･ﾏ
おかか和え
ｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

献立表

（寿司ﾗﾝﾁ）
ご利用者の皆様に大好
きな食べ物をお聞きしま
した。お好きなネタを選ん
でもらって楽しくお食事し
ようと考えております。

食べるﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ･ｳｨﾝﾅｰ
ときのこの炒め物･ﾏｶ
ﾛﾆとﾊﾟﾌﾟﾘｶのｻﾗﾀﾞ
ﾊﾔｼﾗｲｽ･ﾂﾅと大豆の炒
め煮･菜の花のおひた
し
田楽煮･鶏肉と野菜の
中華炒め･ﾅｽのごまﾀﾚ
煮
朝食おかず＋ごはん
＋みそ汁＋ﾖｰｸﾞﾙﾄ

日付
昼食おかず＋ごはん
(曜日) ＋みそ汁

夕食おかず＋ごはん
＋みそ汁

（コスモス弁当）
栄区で活動している高齢者向け配食サービス コスモスで調理されたお食事です。
（調理レク） ご利用者の皆様と力を合わせてお食事を作ります。3月20日の調理レクの
メニューは焼きそば、金時豆煮、豚汁でした。ｷｬﾍﾞﾂ、玉葱、しめじ、大根、ごぼう、人参と
できたてを届けてくださいます。旬のものをいち早く皆様に召し上がっていただけるよう心をくだいてくだ
さっています。かりん調理の野菜たっぷりのみそ汁を添えてお出ししています。
皆様のチームワークでみるみるうちに丁寧に食べやすく調理されていました。
（コスモス弁当）

