
2015年　3月の献立予定表
ＮＰＯ法人多摩食事サービスＷ.Ｃｏかりん

1 日 617 kcal 2 日 607/529 kcal 3 日 590/585 kcal 4 日 611/520 kcal 5 日 585/598 kcal 6 日 496/595 kcal 7 日 562 kcal

8 日 592 kcal 9 日 554/610 kcal 10 日 558/548 kcal 11 日 236/535 kcal 12 日 611/500 kcal 13 日 517/605 kcal 14 日 525 kcal

15 日 409 kcal 16 日 541/610 kcal 17 日 571/535 kcal 18 日 510/580 kcal 19 日 549/610 kcal 20 日 625/573 kcal 21 日 616 kcal

22 日 597 kcal 23 日 510/543 kcal 24 日 500/623 kcal 25 日 523/587 kcal 26 日 622/560 kcal 27 日 618/582 kcal 28 日 578 kcal

29 日 513 kcal 30 日 639/500 kcal 31 日 537/498 kcal

夕

昼

夕

昼

夕

昼

夕

昼

夕

昼

魚の野菜あんかけ

午ぼうのしぐれ煮

青菜のお浸し

かぼちゃの煮物

コロッケ

大根の煮物

土日 月 火 水 木 金

おでん

揚げ豆腐のきのこあんかけ

長芋の煮物

ポテトサラダ キャベツの土佐酢

大根の煮物

ブロコリーのおかか和え

蓮根のカレーマリネ

豚肉のオレンジ煮

鮭の幽庵焼き

高野豆腐の含め煮

ほうれん草の白和え

里芋の煮物

かぼちゃドレッシング

えのきの酢の物

ポークカレー

大根サラダ

青菜のお浸し

ブロッコリーの炒め物

鯖の味噌煮

舞茸ソテーなすの酢味噌和え

ほうれん草の和え物

かぶの酢の物

鮭の塩焼き

キャベツの酢の物

青菜としめじの和え物

ほうれん草とえのきの和え物

煮魚

豚肉と厚揚げの煮物

五目豆

青案の和え物

鰆の菜種焼き

きゅうりの酢の物りんごのサラダ

青菜のお浸し

鶏の南蛮漬け

白身魚のタルタルソース

五目金平

茹で豚の味噌マヨソース

厚揚げの煮物

ピーマンと白滝の炒め物

蓮根の煮物

マーボー豆腐 鮭の塩焼き ミラノ風チキンカツ 鮭のさらさ蒸し

午ぼうとさつま揚げの煮物 大根と鶏肉の甘辛煮 高野豆腐のいんろう煮 白菜の煮浸し 蓮根煮物

さつま芋のパイン煮 青菜のお浸し ぬた グリーンサラダ 大根サラダ

魚のムニエル

もやしときゅうりの酢の物

肉じゃが 刻み昆布の柔らか煮 大根と豚肉の炒め煮 ふろふき大根 八宝菜 がんもの煮物 車麩の煮物

鮭のムニエル 鶏肉のトマトソース煮 魚のフライ すきやき風煮 鯖の塩焼き 豚しゃぶ温野菜添え

ブロッコリーのおかか和え 温野菜サラダ きのこのさっと煮 小松菜としらすの和え物

キャベツと葱味噌の和え物

ピーマンとじゃこの炒め物 えのきときゅうりの酢の物 人参サラダ

酢味噌和え のらぼうのお浸しわかめとコーンの炒め物 青菜のお浸し グリーンサラダ キャベツの土佐酢

青菜の海苔和え 春雨の酢の物 さつま芋の田舎煮 青菜のお浸し

キャベツの土佐酢 かぶの酢の物 うどの酢の物 柚子香なます マカロニサラダ

ひじきの炒め煮 蓮根の煮物 長芋のくず仕立て

鯖の味噌煮 豚肉の味噌漬け焼き 魚の照り焼き

かぼちゃの煮物

天ぷら 鶏肉の醤油糀焼き

ふきの煮物

豚肉の和風ソース 魚のから揚げ 酢豚 魚のみぞれかけ

ほうれん草と豆腐の和え物 青菜とえのきの酢の物 青菜の和え物

青菜の和え物 さつま芋とひき肉の炒め物 かぼちゃサラダ きゃべつと桜えびの和え物

ポテトサラダ かぶといちごのサラダ ブロッコリーのおかか和え わかめの酢の物

薄切り重ね豚カツ

五目金平 大根の煮物 なすと青菜の煮物 じゃが芋の煮物 炒り豆腐

魚の味噌漬け焼き 魚のパン粉焼き

竹輪と野菜の煮物 鶏肉と冬瓜の味噌煮

もやしときゅうりの酢の物 手作りおはぎ

春色ミートローフ 魚のムニエル 鶏の酢豚風

刻み昆布の柔らか煮

キャベツときゅうりの酢の物 わかめとコーンの炒め物 ピーマンの磯辺和え

たたきごぼう彩りサラダ ほうれん草とえのきの和え物

かぼちゃの煮物 厚揚げの煮物 切り干し大根の炒め煮 卵の袋煮

マカロニサラダ 青菜のお浸し ほうれん草の和え物 春雨の炒め物

彩りチンジャオロースー 煮魚 ハンバーグきのこソース かじきのオニオンソース

さつま芋とひき肉の炒め物 ほうれん草の菜種和え

魚のから揚げ きのこのすきやき風

卵の袋煮 ふろふき大根

茹で豚の葱梅ソース 鯖の香味ソース ささみの梅肉揚げ

長芋の煮物

なすとピーマンの味噌炒め のらぼうのお浸し ブロッコリーのお浸し

ブロッコリーの炒め物 わかめのおかか炒め

春菊の和え物 コールスローサラダ 春雨サラダ

きのこの柚子浸し かぼちゃサラダ

いんげんのごま味噌和え さつま芋とりんごの重ね煮 ポテトサラダ ぬた

里芋の煮物 大根の煮物

ほうれん草のナムル

青菜のお浸し 春菊とりんごのごま和え

がんもの煮物 午ぼうとさつま揚げの煮物

スパゲティサラダ ピーマンと豚肉の炒め物 なます

のらぼうお浸し

魚の野菜あんかけ 鮭のとろろ蒸し

さつま揚げの煮物 高野豆腐の含め煮

コールスローサラダ 青菜としめじの和え物

ごま豆腐 かぶの酢の物

ひじきの炒め煮 揚げ豆腐のきのこあん 筑前煮

白菜と桜えびのお浸し かぶの酢の物 さわやかサラダ

コロッケ 味噌おでん 魚のタルタルソース

<お申込み先> 
TEL 900-2286 (10:00-18:00)  FAX 900-3386 
1食 900円 (配達料 税込み) 

☆その他、ランチ、各種お弁当等ご予算に応じて承ります。お気軽にお電話ください。 ★天候や仕入れの都合により献立を変更することがあります。 

☆ごはん、味噌汁、漬物が付きます。 

今月のお勧め献立 

 3月 3日 昼夕 五目寿司       3月 9日 昼 白身魚のタルタルソース 

 3月 4日  夕 鰆の菜種焼き     3月28日 夕  魚のタルタルソース  

 3月25日 昼   春色ミートローフ   3月30日 昼  卵の袋煮 

 3月25日 夕   卵の袋煮       3月31日 昼  ほうれん草の菜種和え 

五目寿司 

 

五目寿司 

 

鮭としめじ 

の炊き込みご

鮭としめじ 

の炊き込みご


