№361

御料理 華和給
（協）川越給食センター
※ご注文は当日AM９：２０迄にお願いいたします

日付

1
（木）

普 通 食
鯖の味噌煮

特 弁 食
ロースとんかつ ソース・辛子

ロールキャベツ ひじき炒り煮
ツナ大根サラダ 梅ザーサイ
E819 P20.4

ハートオムレツ ひじき炒り煮
ツナ大根サラダ 梅ザーサイ
E900 P25.1

ハッシュドビーフフライ

2
（金）

3
（土）

5
（月）

（火）

7
（水）

8
（木）

白身魚フライ

回鍋肉

千草焼 しそ切干
ボロネーゼ 酢の物
E798 P20.1

ソース焼きそば 菜の花お浸し 山くらげ
E853 P22.9
ミニカレーコロッケ しそ切干
ボロネーゼ 酢の物
E838 P22.1

５種のチーズ入りメンチ

大きなアジフライ

中華ポテト 大根そぼろ煮
コブ風サラダ あっさりセロリ
E815 P20.2

たこ入りさつま 大根そぼろ煮
チョリソー コブ風サラダ わさび菜昆布
E834 P22.1

（うずらの卵付）

フランクフルト 揚げ餃子
おくらの和え物 菊花菜なめこ
E809 P20.0

３種の天婦羅盛り合わせ
（海老 薩摩天 ししとう） 切干大根
チリソース肉団子 おくらの和え物
E849 P22.0

鮭の粕漬焼

酢豚

かき揚げ たけのこ焼売
青菜ベーコン炒め 肉じゃが 梅ごぼう
E829 P21.4

ミニ春巻き 肉じゃが
青菜ベーコン炒め パイン
E844 P22.2

アスパラクリーミィーフライ

スタミナ焼肉

オムレツ お豆腐がんも 大豆昆布煮
カボチャサラダ 辛子菜の花
E811 P20.3

さつま甘露煮 大豆昆布煮
カボチャサラダ 中華ウリ
E836 P22.6

温かいかけ麺セット 日替わりメニュー
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

（明太子カップ付）

チキンステーキ ポークウィンナー ハンバーグ

八宝菜

6

洋食弁当

玉こんにゃく 大根さっぱりサラダ
ソース焼きそば 菜の花お浸し
E810 P20.3

天ぷらそば（かき揚げ・イカ天）
＊ちりめんおにぎり
きつねうどん
＊鮭ごはん
天ぷらうどん（竹輪天・さつま芋天）＊焼きおにぎり
カレー南蛮うどん
＊いなり寿司
肉うどん
＊菜めしごはん

ハレノヒ弁当 … ２０名様より
●とんかつ弁当
●唐揚げ弁当 ●焼肉弁当
●しょうが焼き弁当
●焼き魚弁当（鯖又は鮭） 各600円

日付

9
（金）

10
（土）

12
（月）

13
（火）

14
（水）

15
（木）

普 通 食
手作り 鶏の唐揚げ

特 弁 食
赤魚の西京焼き

マヨコーンさつま れんこん金平
ピーナツ和え 胡麻昆布
E850 P24.3

イカの天ぷら れんこん金平
ピーナツ和え もずく酢カップ 梅羽衣
E842 P21.8

ハンバーグ

チンジャオロース

トマトソース

中華春雨 ほうれん草バターコーン
ワッフルポテト 山みつば
E822 P20.9

中華春雨 ほうれん草バターコーン
つくね串 山みつば
E824 P21.0

鯖竜田の甘酢あんかけ

親子丼

ハムステーキ 里芋照り煮
梅肉和え のり佃煮パック
E781 P20.0

揚げ出し豆腐 里芋照り煮
梅肉和え 根菜マリネ
E836 P21.9

鶏の照り焼き

横須賀カレーコロッケ

彩り角揚 炒り豆腐
マカロニサラダ うぐいす豆
E832 P21.2

海鮮チヂミ 炒り豆腐 大学芋
マカロニサラダ 浅炊ふき
E841 P22.2

牛カルビ焼肉風コロッケ

鮭香草焼

韓国風春雨炒め 小松菜煮浸し
厚焼玉子 フルーツポンチ
E833 P21.0

韓国風春雨炒め 小松菜煮浸し
三角春巻 イカみりん焼 磯わかめ
E838 P22.1

いわし天婦羅 わさびソース
お弁当肉団子 白菜クリーム煮
ごぼう糸こん炒め 梅茎レンコン
E812 P20.1

チキン南蛮

タルタルソース

星型オムレツ 白菜クリーム煮
ごぼう糸こん炒め 味の花
E840 P23.1

◇品質を保持するための添加物は使用していないため、当日14時迄にお召し上がり下さい。
◇材料の仕入、調理等の都合により献立を変更することがございます。
◇当センターのお弁当容器は電子レンジ対応ではございません。容器ごと温めることはご遠慮ください。
◇ハレノヒ弁当、幕の内のご注文は配達日の３日前までにお願い致します。

幕ノ内 … ５名様より
●花籠（6升） … 800円
●みよし野 … 800円
●花衣（9升） … 1,000円
●小江戸 … 1,000円
●春夏秋冬 … 1,200円

～斡旋品のお知らせ～
パック味噌汁（神州一味噌）
☆わかめ・あさり 100袋入り1包
各1,000円

☆栄 養 士☆
鹿倉 千恵子
遠藤 裕美
３月前半のお休み
４日（日）１１日（日）

