
ｴﾈﾙｷﾞｰ:1662kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :68.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1484kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :56.2g   
脂質  :57.3g   食塩相:10.6g   脂質  :41.1g   食塩相:7.7g   

味噌汁 中華スープ

夕
食

１
日
計

小松菜のさっと煮 ぎょうざ
八宝菜鱒のしそ香り焼き

御飯 御飯

大根サラダ 二色ナムル

きなこ饅頭 バウムクーヘン(チョコ)お
や
つ

春菊のおかか和え
味噌汁

ミニケーキ

アボカドとチーズのサラダ

サンドイッチ

 和風きのこあんかけ
コーンクリームスープ 筍とわかめの煮物

御飯
ナゲット 鶏肉の

昼
食

味噌汁
牛乳 ヨーグルト
味噌汁
しらす和え ふりかけ
納豆 千切り野菜サラダ

御飯
ちくわと野菜の煮物 野菜入り炒り卵

4月1日(土) 4月2日(日)

朝
食

御飯

1.写真はイメージです。実物と違う場合がございますのでご了承ください。2.献立は都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 サニーステージ野比弐番館

４ 月 献 立 肌寒い季節が過ぎ、うららかな暖かい季節となりました。
入学式や新年度といった新たなはじまりの月でもある４月には
新玉ねぎなどの“新”とつく野菜が盛りを迎えます。
新たにスタートする季節を旬の野菜とともにお楽しみください。

新年度のスタートです



ｴﾈﾙｷﾞｰ:1529kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1416kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :48.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1629kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1683kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :64.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1597kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :54.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1500kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :55.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1647kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :67.1g   
脂質  :40.9g   食塩相:7.7g   脂質  :34.6g   食塩相:8.8g   脂質  :44.7g   食塩相:8.4g   脂質  :42.7g   食塩相:6.1g   脂質  :54.6g   食塩相:9.5g   脂質  :44.0g   食塩相:8.7g   脂質  :50.7g   食塩相:8.5g   

１
日
計

夕
食

御飯 筍御飯
豚肉のごま漬け焼き 銀鮭の塩焼き

⾧芋の梅肉がけ たたき胡瓜
味噌汁 すまし汁

水菜のしそ和えなめ茸和え
味噌汁 赤だし 味噌汁 すまし汁 味噌汁

キャベツの塩昆布和え 隠元の酢味噌かけ あみ佃煮
花しんじょうの炊き合わせほうれん草の煮浸し 切干大根の煮物 ふきと根菜の煮物 菜の花としめじの炒め物 春雨の炒め物 ふろふき大根

茹で豚 ポン酢だれ 和風麻婆豆腐

エクレア ようかん

御飯 御飯御飯 御飯
あぶらかれいの薬味醤油 つくね焼き さばの梅焼き
御飯

お
や
つ

ソフトクレープ(バナナ) ロールケーキ（バニラ） コーヒーサンドモカ ベルギーワッフル

昼
食

御飯 さくらうどん(ざる) 【からだ元気:筋力アップ】

抹茶プリン

味噌汁
ピーチムース
すまし汁

 ・稲荷寿司 大豆五目煮
うの花 フルーツあんみつ 小松菜のｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ炒め フルーツ 姫こうやの炊き合わせ 五色漬

【花祭り】 御飯
たらのもろみ味噌焼き 春菊と小エビのかき揚げ ひじきと椎茸の御飯 ハムとオリーブのサラダ 太巻き寿司 鶏の唐揚げ

すまし汁 白ごまのブラマンジェ
すまし汁

ハヤシライス

さつま芋のﾊﾞﾀｰソテー 焼きなす 鶏肉と大豆の味噌煮 コンソメスープ

味噌汁
ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト
味噌汁 フルーツ 味噌汁 フルーツ 味噌汁 味噌汁

アスパラのサラダ
のり佃煮 コンソメスープ ふりかけ コンソメスープ かにかま和え のり佃煮 梅干し
アスパラのからし和え  ／温野菜サラダ スナップえんどうのサラダ  /野菜のソテー とろろ 三色和え

御飯
野菜のツナ炒め ソーセージステーキ 白身魚のふんわり煮物 ボイルウインナー ベーコンと野菜の炒め物 ハムエッグ えび真丈の含め煮

4月7日(金) 4月8日(土) 4月9日(日)

朝
食

御飯 パン 御飯 パン 麦ごはん 御飯

4月3日(月) 4月4日(火) 4月5日(水) 4月6日(木)

1.写真はイメージです。実物と違う場合がございますのでご了承ください。2.献立は都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 サニーステージ野比弐番館

2023 年4月3日～4月9日４ 月 献 立 表

特別食

特別食



ｴﾈﾙｷﾞｰ:1725kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1519kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1589kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :60.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1514kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :54.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1497kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :63.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1479kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :59.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.3g   
脂質  :51.9g   食塩相:9.9g   脂質  :46.8g   食塩相:10.9g   脂質  :37.9g   食塩相:9.0g   脂質  :36.9g   食塩相:10.1g   脂質  :38.9g   食塩相:8.6g   脂質  :31.4g   食塩相:8.4g   脂質  :35.9g   食塩相:8.9g   

１
日
計

夕
食

ライス 御飯
ポークジンジャー かれいのポン酢バター

コーンクリームスープ しらすおろし
味噌汁 すまし汁

高菜漬け⾧芋のわさび酢和え
グレープゼリー 味噌汁 すまし汁 味噌汁 味噌汁

モロヘイヤの和え物 わかめの生姜和え ブロッコリーのゆず和え
ひじきの煮物じゃが芋のグラタン 里芋の田楽 焼きビーフン なすの含め煮 ふきの土佐煮 南瓜の含め煮

ほっけの山椒焼き 鶏肉の柚子こしょう焼き

もみじまんじゅう コーヒー牛乳プリン

御飯 御飯御飯 御飯
さわらのはちみつ照り焼き 助宗タラのレモン風味焼き あじの塩麹焼き
御飯

お
や
つ

バウムクーヘン おにぎり煎餅 バナナケーキ

コンソメスープ

くりあん人形焼き

昼
食

炊き込み御飯 ソース焼きそば 御飯

チョコウェーブケーキ

味噌汁
中華スープ
やわらか杏仁 味噌汁

里芋の白煮 ピーマンの炒め物
白菜の和え物 中華スープ 菜の花の白和え フレンチサラダ 冬瓜の水晶煮 小松菜の磯和え 山形だしの冷奴

御飯 御飯
めばるのわさび醤油 焼売 天ぷら盛り合わせ 煮込みハンバーグ 牛そぼろと ひれかつ 赤魚の煮付け

ライス

味噌汁 フルーツ 味噌汁

【栄養士監修メニュー】

冬瓜のかにかまあん ザーサイ和え たけのこの薄くず煮 ほうれん草のソテー  豆腐の彩りビビンバ

味噌汁
牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳
味噌汁 フルーツ 味噌汁 フルーツ 味噌汁 味噌汁

ポテトサラダ
ふりかけ トマトスープ 漬物 コーンクリームスープ ふりかけ 大根のサラダ のり佃煮
マカロニサラダ  ／ツナと野菜のソテー ちんげん菜のわさび和え  /ハッシュドポテト ゆかり和え 納豆

御飯
野菜入り炒り卵 ミートボール ソーセージソテー 野菜ソテー ちくわと野菜の煮物 海老と野菜の炒め物 肉団子と冬瓜の煮物

4月14日(金) 4月15日(土) 4月16日(日)

朝
食

御飯 パン 御飯 パン 御飯 御飯

4月10日(月) 4月11日(火) 4月12日(水) 4月13日(木)

1.写真はイメージです。実物と違う場合がございますのでご了承ください。2.献立は都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 サニーステージ野比弐番館

2023年4月10日～4月16日４ 月 献 立 表



ｴﾈﾙｷﾞｰ:1530kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.2g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1549kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :54.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1470kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :57.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1555kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :70.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1543kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :61.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1747kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :71.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1605kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :52.4g   
脂質  :43.1g   食塩相:8.5g   脂質  :57.3g   食塩相:9.2g   脂質  :33.5g   食塩相:8.6g   脂質  :40.6g   食塩相:9.4g   脂質  :20.3g   食塩相:6.2g   脂質  :52.8g   食塩相:9.3g   脂質  :49.6g   食塩相:9.0g   

味噌汁
１
日
計

すまし汁

夕
食

菜めし 御飯
さばの塩焼き 肉豆腐

ゆず大根 チンゲン菜と
味噌汁 もずく酢

すまし汁

切干大根の煮物春雨とわかめの和え物
味噌汁  ちくわの酢味噌がけ すまし汁 ほうれん草のお浸し すまし汁

あみ佃煮 冬瓜のさっぱり煮 京五色漬け
海老とそら豆の炒め物煮しめ ぜんまいの炒め煮  豚肉の香味炒め 五目野菜の味噌金平 ごぼうの山椒風味炒め  肉味噌炒め

ぶりの照り焼き 厚揚げと野菜の

ショコラスペシャル 小倉饅頭

御飯 御飯御飯 御飯
白身魚の梅ソース 大葉香る めばるのみりん漬け焼き
御飯

お
や
つ

抹茶ようかん 今川焼(カスタード) どら焼き

すまし汁

ワッフル

昼
食

御飯 山菜なめこそば ライス

たい焼き

マンゴープリン味噌汁

がんも煮 中華和え
トマトと蒸し鶏の和え物 ピーチムース きのこのマリネサラダ なめ茸和え モロヘイヤの和え物 中華スープ

御飯 五目炒飯
回鍋肉 新玉ねぎのおかか和え チキンの赤ワインソース 鮭のちゃんちゃん焼き風 茹で豚の玉ねぎソース 春巻き

御飯

中華スープ コンソメスープ

かぶとあさりの中華煮 ⾧芋のたらこ炒め ズッキーニのソテー いかと根菜の煮物

味噌汁
ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト
味噌汁 フルーツ 味噌汁 フルーツ 味噌汁 味噌汁

スナップえんどうの和え物

梅干し コンソメスープ のり佃煮 カレー風味のスープ スパゲティサラダ とろろ たいみそ
かにかまサラダ  /ハッシュドポテト カリフラワーの和え物  ／ソーセージステーキ 梅干し いんげんの和え物

御飯
ふんわりしんじょうの煮物 ボイルウインナー ツナと野菜の炒め物 スクランブルエッグ 肉団子の和風あんかけ ソーセージと野菜のソテー 目玉焼き

4月21日(金) 4月22日(土) 4月23日(日)

朝
食

御飯 パン 御飯 パン 御飯 麦ごはん

4月17日(月) 4月18日(火) 4月19日(水) 4月20日(木)

1.写真はイメージです。実物と違う場合がございますのでご了承ください。2.献立は都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 サニーステージ野比弐番館

2023年4月17日～4月23日４ 月 献 立 表

特別食

特別食



ｴﾈﾙｷﾞｰ:1575kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :58.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1312kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :42.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1450kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :59.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1596kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :58.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1377kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :47.8g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1584kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :62.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:1449kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :55.9g   
脂質  :47.5g   食塩相:8.8g   脂質  :27.6g   食塩相:10.4g   脂質  :37.1g   食塩相:9.2g   脂質  :48.1g   食塩相:8.7g   脂質  :31.4g   食塩相:7.2g   脂質  :42.1g   食塩相:8.7g   脂質  :37.0g   食塩相:8.1g   

味噌汁 味噌汁
白菜の煮浸し ブロッコリーのゆず和え

すまし汁 味噌汁
胡瓜のもろみ味噌がけ

味噌汁
新玉ねぎのおかか和え

１
日
計

味噌汁
なめ茸和え アスパラの蒸し鶏和え

車麩の炊き合わせ 金平ごぼう
⾧芋の二色和え
味噌汁

豆腐とにらのチャンプルー 筍の土佐煮
白身魚の薬味醤油 ほっけの山椒味噌焼き

人形焼き ロールケーキ（チョコ）

菜めし 御飯御飯 御飯 御飯

ピーマンの当座煮 煮しめ うの花
あじの柚子こしょう焼き 鶏肉の醤油麹焼き

御飯 御飯
カレイの煮付け 豆腐ハンバーグ 赤魚の酒蒸し

お
や
つ

クリームブッセ ぽたぽた焼き(煎餅) ミルクドーナツ

夕
食

味噌汁

チョコパイ ドームケーキ(カスタード)

しろ菜のささみ和え
野菜スープ すまし汁
フルーツ 空豆のポタージュ

野菜のチーズ焼き  春キャベツ添え
⾧芋の土佐和え フルーツ 卵スープ 大根の梅肉がけ ポテトサラダ 彩りピクルス ぜんまいの炒め煮

【昭和の日】 御飯
豚の角煮 さつま芋のﾊﾞﾀｰソテー 海老マカロニグラタン さわらのごま風味焼き エスカロップ～筍入りﾊﾞﾀｰﾗｲｽに 昔ながらのナポリタン 豚肉の生姜焼き 

炊き込み御飯

昼
食

御飯 きつねうどん パン

味噌汁 ピーチゼリー

【ご当地:北海道】

炒り豆腐 キャベツのしそ和え アボカドのサラダ 小松菜のさっと煮 トンカツのﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽを乗せて～

味噌汁
牛乳 ヨーグルト ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト 牛乳 ヨーグルト
味噌汁 フルーツ 味噌汁 フルーツ 味噌汁 味噌汁

千切り野菜のしそ風味和え

漬物 コンソメスープ のり佃煮 クリームスープ たいみそ かぶのサラダ 梅干し
マカロニサラダ  ／温野菜サラダ かにかまサラダ  /オムレツ ちんげん菜ののり浸し 納豆

御飯
ちくわと野菜の煮物 魚肉ソーセージのソテー さつま揚げの煮物 温野菜サラダ 海老と野菜の炒め物 肉団子の和風あんかけ 野菜のベーコン炒め

4月28日(金) 4月29日(土) 4月30日(日)

朝
食

御飯 パン 御飯 パン 御飯 御飯

4月24日(月) 4月25日(火) 4月26日(水) 4月27日(木)

1.写真はイメージです。実物と違う場合がございますのでご了承ください。2.献立は都合により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

４ 月 献 立 表

サニーステージ野比弐番館

2023年4月24日～4月30日


