
民間ユネスコ運動７０周年に思う 

いきがいサロンオリーブ顧問・理事 

学び舎江戸東京ユネスコクラブ副会長： 櫻田   

ユネスコは、国際連合教育科学文化機関のことで、

１９４６年に創設され、教育・科学・文化を通じて国際

理解や国際協力を推進し人々の交流を通して国際平

和と人類の福祉を促進しています。そのユネスコの精

神を理解して民間レベルで活動しているボランティア

団体が民間ユネスコ運動です。私が、その民間のユ

ネスコ活動を知ったのは、いまから２０年ほど前のこと

です。 

当時私は、小平市議会議員に２期目に当選して議

員の活動もだいぶ分かってきた時期です。地域で議

員として活動していても限界を感じていました。もっと

地域に貢献するには、議員としての活動だけではだ

めだ。特に国際化、グロバル化の波は否応でも来て

います。日本という殻に閉じこもっていてはだめだ。と

言って海外に出ていくことなく、世界に目を開きなが

ら地域社会で出来ること何か、と考えていた時、ある

新聞に、ユネスコ活動の記事を目にしました。 

早速、ユネスコについて調べました。民間のユネス

コ活動が、日本の仙台で誕生し、世界中に広まったこ

と。日本ユネスコ協会連盟があり、それに加盟が承認

されれば、ユネスコの名前が使えること。三多摩地域

には、一つも活動組織はないこと等わかりました。２１

世紀に入る２０００年には結成したいと考えました。 

私の知り合いでこれはという人に声を掛け、１０数名

の発起人を集めました。１９９９年１１月に小平ユネスコ

協会発足準備会で講演会を企画、７０名近くが集まり

ました。 

正式な創立の為の総会を２０００年２月１１日の建国

記念日に開く事ができました。それ以来事務局長とし

て１３年間事務処理等フル回転で活動しました。多彩

な活動をしてまいりましたが、特に玉川上水の自然観

察会を１０数年にわたって年６回欠かさずやられた中

心者の鈴木利博氏とは、５０年以上の知り合いでユネ

スコ活動に賛同して熱心に取り組んでいただいたこと

は、大変心強く感謝いたしております。この活動の延

長で。玉川上水ネットの事務局長をされ、「玉川上水・

分水網の保全活用プロジェクト」が日本のユネスコの

『プロジェクト未来遺産２０１６』の認定されるまで力を

発揮されました。さらなる活動が期待されております。 

現在、私は小平ユネスコ協会から分離独立して４年

前に「学び舎江戸東京ユネスコクラブ」を設立して活

動しております。オリーブの加世田輝三理事長にも理

解して頂き東日本大地震の被災者への義援金の募

金活動等共に活動をしてきました。 

本年は、民間ユネスコ運動発足７０周年です。７月１

５，１６日には、発祥の地、仙台市でユネスコ運動全国

大会が開催されます。原点に返っていよいよの気持

ちでこれからもがんばってまいります。皆様のご理解

とご支援をお願い申し上げます。 

 

 

～ 皆さんのご自宅は安全ですか？ ～ 

オリーブ福祉用具販売   所長 高橋   

皆さん、生活の中で自分の住まいが一番安全と思

われていませんか？ 

『ご自宅は勝手知った場所、事故なんて起こるはずが

ない。』 こんな風に安心している方は意外に多いの

ではないでしょうか？ 

高齢社会白書 2016 版によると、高齢者の事故の７

割強はご自宅内で起こり、転倒事故の１割の方は骨

折しているとの調査結果も出ています。いきなり驚か

してしまってスミマセン。
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しかし、残念ながらこのような調査データが出てい

るのも事実です。 

多くの方が自宅で住み続けていきたいと思っていらっ

しゃると思いますが、そんなご自宅も安全で安心して

生活できる場所でなければそれも難しくなってしまい

ます。 

ご自宅で転倒され骨折された方もしっかりと把持出

来る手すりがあれば、又はちょっとした段差が解消さ

れていれば、もしかしたら事故を回避出来ていたのか

もしれません。 

最近は転倒の危険性がある箇所へ転倒等の予防

の為に工事のご相談を受けることも増えていますが、

まだまだ転ばれてから『転倒したので、手すりの工事

をしたい』といった方は多いのが現状です。 

もちろん、介護工事をすれば絶対に転倒等の事故

は起きないという事では有りませんが、安全な住環境

に整備することで、そのリスクは減らすことができま

す。 

是非、転ばれる前に転倒等の事故を予防するとい

う予防の観点からご検討頂ければと思います。『転ば

ぬ先の杖』ですね。 

手すりの設置や段差の解消、ドアの取替えや滑り

やすい床材の変更等の工事は介護保険住宅改修工

事の給付対象となっており、原則 20 万円の限度額に

て上記のような工事が可能です。 

ご利用者さんのご負担は工事費用の１割又は 2 割

ですので、20 万円掛かった場合は１割負担の方は２

万円のご負担となっています。又、介護認定を受けら

れていない方の場合もその必要性が認められれば、

小平市（各自治体）の制度を活用して可能な場合もあ

ります。 

ご相談頂ければ、詳しくご説明させて頂きますので、

お気軽にオリーブまでご連絡下さい。 

必要と思われる箇所等につきましても、ご自宅に伺

いご提案させて頂きます。 

もちろんご相談や現場確認だけでも結構です。 

手すりの設置や段差解消工事などの住宅改修工事の

他、靴や杖、介護用品の販売から福祉用具のレンタ

ルや販売についてもどうぞお気軽にご相談ください。 

電話：０４２－３４４－７８０３ 

 

 

 

こころの絆 ＆ 入浴介助 

介護福祉士 ホームヘルパー： 斎藤    

私は在宅のヘルパーをしております。サービスの

中には身体介護・生活支援 等ありますが、今回は身

体介護の入浴介助の様子をお話させていただきま

す。 

Ｓさんの入浴介助をする日は、私の荷物が多くなり

ます。ぬれてもいいように私の着替えやエプロンが入

っているのです。独居生活のＳさんは、過去に手術を

されており、日中の大半はベッドで横になられていま

す。 

前任のヘルパーから引き継いで二年目に入りまし

た。「こんにちは」と挨拶をしてエプロンを付け・手を洗

っていると、Ｓさんから「今日は風が強いの？  寒い

の？」と季節の話題を聞かれます。次に「色々な事件

の事や、ミサイル等怖いね。」などテレビや新聞の話

題を口にされます。私はそれに答え、体調をお尋ね

しながら、水分補給・バイタル（体温・血圧）を計り、入

浴の準備に取り掛かります。Ｓさんの話題にお答がで

きる様にと新聞にも目を通して、訪問に行くようになり、

自分にとっての目標になっている事に気が付きました。 

  季節の事や利用者さんが必要とされている情報を

届けるのもヘルパーの役目の一つなのかな？と思っ

ています。 

入浴介助の時は、Ｔシャツ・入浴用エプロンに着替

え、Ｓさんに「ゆっくり・ゆっくり」とお声掛けをして１歩１

歩つかまり歩きで誘導し、着脱介助をして浴室に入り

ます。シャワー椅子に腰かけて頂き、足先からゆっくり

シャワーをかけると「ア～ 気持ちが良い～～」と笑顔。 

  リフトに乗って浴槽に入ってもらうと「お風呂が大好

き！」と何回も言葉に出されます。常にお声掛けをし

ながら、時には一緒に童謡など歌いながらゆっくり

と・・。「ア～ さっぱりした」と笑顔のＳさんに水分補給、

心温かくなるひと時です。 

私も着替えをして少し重くなった荷物を持って帰宅

します。一瞬“ほっと一息”安心します。利用者さんの

笑顔を見ると私が癒されます。 

心の絆が出来た入浴介助でした。 
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こまくさの会 報告 

こまくさの会 幹事： 柳澤    

ボランティアによる高齢者、障害者、介護者への

支援事業として立ち上げた「こまくさの会」も、平成

29 年 4 月迄に、サロンは 45 回・家族会は 39 回と、

計 84 回を重ねて参りました。 

毎月第 2 金曜日の『サロン』（コミュニティカフェ）

は、高齢者の方々に自由に・楽しくお話し頂ける場

として、又、毎回 美味しい季節のケーキを頂きな

がら・懐しい歌を歌い、老化予防にも心掛けていま

す。 

第 4 金曜日の『家族会』は、現在介護されておら

れる方、過去に介護の経験をお持ちの方々が集ま

り、介護の疲れや悩みをお話し頂ける場として、日

頃のストレスを解消していただければと思っていま

す。 

多い回は15人も参加してくださり、賑やかな笑い

声の途切れない会に成長しました。 

『健康体操＆カラオケ』は、昨年から、第4日曜日に

移動し、オリーブのカラオケの機械を使わせて頂き、

曲数も 80,000 曲と増え皆さんに楽しんで頂いてい

ます。 

これらの方々を対象に『ちょっとしたお手伝い』や、

『災害地への支援及び支援金』や『健康増進のため

のハイキング等の支援』をと考えております。支援し

ていただく方々を育てる『ボランティアを育成』もし

てまいります。 

皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げご報告

とさせて頂きます。 

尚、これらのボランティア事業は、皆様方からの

寄附金によって運営致しております。 

「認定 NPO」はパブリック・サポート・テスト（PST）

の基準に適合するため、一年間に 1 口 3,000 円以

上の寄附者 100 名を達成しなければなりません 

今年もご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

スタッフ紹介 

オリーブスタッフ・こまくさの会 幹事 

               山岸  

私は、昨年の３月で、江戸川区役所を遠距離通

勤ということもあり、60 歳で定年退職致しました。 

定年の少し前からオリーブの桜田理事から声をか

けて頂いたことから、4 月より縁あってオリーブにお

世話になっております。 

新聞等の報道で、定年後の男性は、仕事を辞め

た後どのように過ごすか決まらず、家から出なくなり

閉じこもったり、仕事を失った後「定年うつ」になっ

たりする事例があると聞いていましたので、地域デ

ビューのつもりで思い切って「こまくさの会」（オリー

ブのボランティア事業）に参加させていただくことに

致しました。 

「こまくさの会」では第２金曜日に「サロン」として

高齢者のコミュニティの場を、第４金曜日に「家族会」

として悩みごとなどを話す場を提供しており、第４日

曜日には健康体操とカラオケを行って、近隣住民

を中心に介護予防とコミュニティ作りに寄与してい

ることから、さっそく仲間に入れていただきました。 

退職前に江戸川区のボランティアセンターで 4

年間「ボランティア入門講座」の担当をした経験が

あり、その際に様々な高齢者施設を見学したり「傾

聴の会」のボランティアを拝見させていただいたこ

とから、その経験も多少生かせるかと思っていまし

た。 

しかし、私自身は介護の経験をしたことがなく、

その現実的な話を伺う中で、かえって毎回大変貴

重な勉強をさせていただいている思いがしておりま

す。 

そのような中で、利用者さんの送迎のお話をい

ただき、福祉車輌安全運転講習会を受講した上で、

毎週火曜日と木曜日の午後の担当を、7月からする

ことになりました。 

更に、在職中に「社会福祉主事」の資格を取って

いたことから、相談員としてパソコンに文章入力を

する仕事もいただき、私のなまった脳の活性化にな

っているようです。 
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その他にもオリーブとは関係ありませんが、「男

の料理教室に」月 2 回参加しております。 

お酒が大好きな私は、今まで江戸川区方面の方

と飲む機会が多かったのですが、今では小平市の

方と楽しいお酒をいただいております。 

オリーブにかかわらせていただき一年余りが過

ぎましたが、定年後の暇な生活を想像していただ

けに、結構忙しく、地域に少しでも貢献できている

のではと、感謝の思いでいっぱいです。 

これからも、オリーブの利用者さんと共に、貴重

な日々を過ごしてまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

オリーブ福祉用具販売 

福祉用具専門相談員： 菊池  

４月から『福祉用具専門相談員』として入社しまし

た、菊池隼人です。2月にデイサービスでお世話に

なりましたが、この度新しいことに挑戦してみたいと

思い福祉用具専門相談員として入社させて頂きま

した。 

初めての職種なものであり、福祉用具の制度の

ことを覚えるのに必至です。プライベートでは野球

観戦、愛犬と遊んでいます。素晴らしい上司の下、

頑張っていきたいと思います。そして福祉用具を必

要とされる方に一生懸命力になれるよう頑張りま

す。 

どうぞ宜しくお願い致します。 !(^^)! 

 

ホームヘルパーオリーブ 

サービス提供責任者： 渡辺  

4 月より訪問介護でお世話になっています。 

昨年末に勤めていた事業所が突然閉鎖になりまし

た。「もう少し頑張りたかったのに…」という思いが強

く、3 か月間色々な事を経験、体験しながら考え、ま

た新しい気持ちで仕事に携わりたいと思いました。 

健康、身体が資本なので 40 歳から始めたママさ

んバレーで週 2 回体力維持とストレス発散(？)の効

果を期待して汗を流しています。 

利用者さん、ヘルパーさん色々な方との出会い

を大切にしてこれからも頑張っていきたいと思って

います。皆様よろしくお願い致します。 (^^♪ 

 

デイサービスオリーブたかの台 

介護職 兼 ＩＴ担当： 梅田  

今年の２月よりデイサービスでお世話になってい

ます梅田です。 

出身は熊本の天草で農家の次男で育ちました。 

学校を出て役 30 年コンピュータのシステムエンジ

ニア(SE)をしていました。 

途上国の貧困な子ども達を支援する NGO で 20

年勤務をしていました。 

オリーブでは今まで SE の経験を生かしていきた

いと思います。 

ホームページの開設やデイサービスでは素敵な

音楽を流したり、写真を撮ったりして楽しく活動がで

きるように工夫していきます。 

介護の資格がないので、今、初任者研修を受け

ています。 

気楽に声を掛けてください。 

 

 

 

●デイサービス オリーブ たかの台 

ご利用者募集中 

ご利用者様受け入れ空き状況 

 月 火 水 木 金 土 

要介護 ３名 ３名 ３名 ３名 ４名 ３名 

要支援 ２名 １名 １名 １名 － ２名 

通所体験出来ます。お電話下さい。 

見学・体験は自由です。送迎(無料）いたします。昼食

(有償）もあります 

書道、絵手紙、カラオケ、パソコン、健康麻雀、囲碁、

将棋、各種イベント準備しています。又、他のデイサ

ービスにないリハビリ・機能訓練用マシン５台（７種類

の運動）を設置しています。 

１日をどのように過ごされるか実際に体験しご満足い

ただけるものと確信しています。 

送迎運転手、介護職員も募集しています。 

電話： ０４２－３４４－７８０１ 

 

●オリーブ居宅介護支援事業所 

介護相談・ケアマネはオリーブご指定下さい。 

所長・ケアマネ 長谷川綾子、ケアマネ・田村 

電話： ０４２－３４４－７８０３ 
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●ホームヘルパーオリーブ 

ご利用者さん・ヘルパーさん募集中です。 

所長・サービス提供責任者 照屋 

サービス提供責任者 渡辺 

電話： ０４２－３４４－７８０３ 

 

●オリーブ福祉用具販売 

ご利用者募集中・住宅改修・福祉用具 

所長・介護福祉士  髙橋  

福祉用具専門相談員・菊池  

電話： ０４２－３４４－７８０３ 

 

●こまくさの会・ボランティア事業 

こまくさの会の参加者を募集しています。 

 “こまくさの会”今月は下記の通りです。 

◎ サロン（コミュニティ・カフェ) 毎月第 2 金曜日、 

今月は 12 日（金）１３時～１５時 30 分 

参加自由、参加費無料、高齢者の集まり・お話の場です。 

◎ 家族会・毎月第 4 金曜日、 

今月は 26 日（金） １３時～15 時 30 分 

参加自由、参加費無料、現在介護されておられる

方々の集まりです。介護の悩みなど、自由にお話で

きる癒しの場です。 

◎ カラオケの日・毎月第４日曜日、 

今月は 28 日（日）13 時 30 分～１５時 30 分、会費 100

円、場所・デイサービスオリーブたかの台、サロン・家

族会参加者、ご利用者及びご家族、ボランティアの皆様 

この他 ◎ちょっとしたお手伝い ◎災害地への支

援 ◎健康増進のためのハイキング等の支援 ◎ボ

ランティア募集 

  以上が、“こまくさの会”の事業です。  

事務局   デイサービスオリーブたかの台内 

電話 ０４２－３４４－７８０１ 

担当スタッフ： 櫻田・山岸 ・丸岡・ 

柳澤・齋藤・上羽 

 

 

 

 

 

 

 

 
オリーブの行事予定  （平成２９年５月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリーブ以外の予定 
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桜公園へ花見  落語：吉原朝馬師匠 

紅あき一座 
絵手紙の作品 

5/3水～8月：絵手紙で手をつなごう展：司画廊 (国分寺駅北口)

日本絵手紙協会・公認講師・オリーブ絵手紙講師
杉浦眞弓さんの出展あり

5/14日：母の日

5/14日：こだいらグリーンフェスティバル(中央公園)

月 日 時間 行事

5月 1(月) 午前 中国式体操

5月 2(火) 午前 書道

5月 4(木) 午前 陶芸

5月 5(金) 午前 書道

5月 6(土) 午前 書道

5月 6(土) 午後☆ 朗読

5月 10(水) 午前 書道

5月 10(水) 午後☆ シンガー 山口さん

5月 11(木) 午後☆ フルート演奏 ユーフル

5月 12(金) 午後☆ こまくさの会「サロン」

5月 13(土) 午後☆ 歌遊び「野の花」

5月 16(火) 午後☆ 紅あき一座

5月 17(水) 午前 絵手紙

5月 17(水) 午後☆ 白梅学園大学  コミュニティ・カフェ

5月 17(水) 夕方 定例会議・研修（食中毒の知識と予防）

5月 20(土) 午前 書道

5月 22(月) 午後☆ ヨーガ体操

5月 23(火) 午前 折り紙

5月 26(金) 午後☆ 落語：吉原朝馬師匠 

5月 26(金) 午後☆ こまくさの会「家族会」

5月 28(日) 午後☆ こまくさの会「カラオケ」

5月 31(水) 午後☆ 大人の塗り絵

「午後☆」の行事は参加可能です。遊びに来てください。



 

     お米は魚沼産コシヒカリ、毎日精米して提供、だし・味噌は超一流使用。 

 

 

お知らせ： 

フェイスブックをご覧ください。 お子さんお孫さんにもお知らせ下さい。「いいね」も押してくださいね。 

www.npoolive.org 

デイサービスオリーブたかの台のメールは mail@npoolive.org を今後追加します。ご利用ください。 

月 火 水 木 金 土

1(月) 2(火) 3(水) 憲法記念日 4(木) みどりの日 5(金) こどもの日 6(土)
トマトカレーハンバーグ メルルーサのマリネ ハッシュドビーフ 肉団子の酢豚風 サバの塩焼 他人丼風煮
冬瓜と厚揚げの炊き合わせ 里芋と野菜の田舎煮 凍り豆腐の挽肉あんかけ 紫芋コロッケ かに玉風しんじょ野菜の炊き合わせ 餃子の中華あんかけ

春菊のごま和え インゲンとウインナーのソテー かぼちゃサラダ ほうれん草とツナの磯風味和え 竹の子とレンコンとごぼうの煮物 わかめとオクラの和え物

竹の子の炒め煮 揚げさつま芋のレーズン煮 白滝と人参のきんぴら 切干大根と油揚げの煮物 春雨とハムの中華サラダ 卯の花

わかめと揚げのみそ汁 わかめと揚げのみそ汁 大根と揚げのみそ汁 大根と揚げのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁

ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ 中華風山菜ご飯 ご飯･フルーツ

フルーツ

※フルーツゼリー ※フルーツゼリー ※黒蜜寒天 ※白蜜寒天 ※コーヒーゼリー ※コーヒーゼリー

491Kcal 601Kcal 627Kcal 539Kcal 518Kcal 551Kcal 

8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土)
豚肉と野菜のオイスター炒め 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのねぎおろしあんかけ エビ入りすり身の唐揚 ホキのきのこあんかけ 車麩と野菜の炊き合わせ イカフライ

筑前煮 冬瓜と高野豆腐のあんかけ 大根とちくわの炊き合わせ ポークカレー ﾌｨｯｼｭｿｰｾｰｼﾞのﾁｰｽﾞ風味焼 焼売の野菜あんかけ
ほうれん草と油揚げの煮浸し レンコンの磯風味煮 白菜と春菊のおかか和え 根菜きんぴら オニオンサラダ 刻み昆布の醤油ドレ和え

さつま揚げの生姜醤油和え ひじきの煮物 洋風卯の花 ブロッコリーとコーンのサラダ さつま芋のマヨ和え かんぴょうの甘辛煮

南瓜のみそ汁 南瓜のみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 大根のみそ汁 大根のみそ汁

ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ

※しそようかん ※しそようかん ※あずき牛乳寒天 ※あずき牛乳寒天 ※黒蜜寒天 ※黒蜜寒天

628Kcal 596Kcal 542Kcal 573Kcal 559Kcal 557Kcal 

15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土)
牛肉とごぼうのトマト煮 カレイの野菜あんかけ 豚肉と麩のすきやき風煮 アジの照焼風あんかけ 天ぷら（エビ･南瓜･ちくわ） 太刀魚のきのこポン酢あん

揚げ出し豆腐のあんかけ 枝豆白身魚天のカニ風味あん カニ豆腐風 角揚げの炊き合わせ 大根と高野豆腐の炊き合わせ 豚肉と白菜の煮物

ひじきサラダ インゲンのおかか和え レンコンの梅肉和え きゅうりと春雨のごま酢和え ふきのおかか和え 玉ねぎとちくわの醤油和え

カレーポテトサラダ 刻み昆布と油揚げの煮物 小松菜のお浸し ちくわとインゲンのサラダ 青菜の辛子醤油和え キャベツのオーロラソースサラダ

おすまし 大根と揚げのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 南瓜のみそ汁 南瓜のみそ汁

ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ

※フルーツゼリー ※フルーツゼリー ※ブルーベリーかん ※ブルーベリーかん ※白蜜寒天 ※白蜜寒天

615Kcal 491Kcal 527Kcal 544Kcal 512Kcal 531Kcal 

22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土)
カレイのゆず風味おろしあん メンチカツ サゴシのカレークリームソースかけ 鶏天 ホキのバジル焼トマトソースかけ 豚肉と野菜の炒め物

鶏じゃが　 さつま揚の南蛮酢和え 肉詰めいなりの炊き合わせ 肉団子のブラウンソースかけ 肉じゃが すり身揚と大根の煮物

ほうれん草のごま和え ケチャップビーンズ 白菜の甘辛煮 きゅうりと大根の酢の物 ツイストマカロニサラダ 人参とつきこんの炒め煮

白菜の信田煮 三色ピーマンともやしの炒め物 スパゲティツナサラダ 青梗菜とえのきの炒め物 竹の子の土佐煮 揚げじゃが芋

わかめのみそ汁 わかめのみそ汁 大根のみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁 茸と揚げのみそ汁

ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ゆかりご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ

※南瓜プリン ※コーヒーゼリー ※コーヒーゼリー ※フルーツゼリー ※フルーツゼリー ※黒蜜寒天

495Kcal 590Kcal 558Kcal 546Kcal 520Kcal 520Kcal 

29(月) 30(火) 31(水)
天津玉子焼の醤油あんかけ ﾁｷﾝｶﾂのごま入りｶｸﾃﾙｿｰｽ 豆腐すり身焼の和風あんかけ

豚肉とインゲンのトマト煮 かぼちゃとがんもの炊き合わせ 肉団子の炊き合わせ
キャベツときくらげの炒め物 ハムマリネ 春菊のごま和え

ポテトサラダ もやしとツナのマヨ和え 白滝と人参のきんぴら

茸と揚げのみそ汁 豆腐となめこのみそ汁 茸と揚げのみそ汁

ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ ご飯･フルーツ

※ブルーベリーかん ※ブルーベリーかん ※南瓜プリン

549Kcal 601Kcal 569Kcal 

平成29(2017)年 ５月･昼食　オリーブ献立表

※お断り：市場･天候不順等の影響で献立を変更する場合がありますが、ご了承ください。
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