
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

イベントの予定 

  ミュージックセラピー７日（火）＆２０日（月） 

演芸とボウリング大会   
       

         

         

・      

 

寒さの中にも、少しずつ春の陽気を感じられるようになり、 

木々や花が芽吹き始め春が訪れ、桜の開花も待ち遠しいですね。 

でも、まだまだ「三寒四温」と寒暖差が厳しい時期なので、くれ

ぐれも体調を崩されないよう気を付けてお過ごし下さい。 

朝はちょこと小話と体操で、身体を動かして頂き、 

午後は、日替わり担当職員による体操、脳トレ、ゲームと 

毎回違う活動を行っております。 

皆さんが、楽しく過ごして頂けるよう頑張って参ります。 

３月末に桜が開花しましたら、近くの公園にお花見に行く 

予定です。お楽しみに・・・ 

 

 

 

 

 

春のミニミニ運動会  

おひな祭りいなり寿司、鰻ランチ、パテシェ監修のスイーツをお楽しみ下さい。 



   

       
活動のご紹介です 

2 月生まれのお誕生者様 

８名いらしゃいました。 

今月のご長寿の方は９８歳になられまし

た。皆様、これからもお元気でいてください

ね。 

お
め
で
と
う 

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

お寿司大好き～美味しかったです

よ 



         
三線となんちゃって芸人さんで～

す 



 

散髪日 

 

３月 1４日（火）    

 

13時 30分より 

グリーンロードのデイサービスをご利用希望の方、 

ご興味やご相談がある方は、お気軽にご連絡ください。 

また、ご利用頂いている方は、ご利用日でない日でも 

振替利用、追加利用ができます。   

生活相談員 北原・鈴木 

デイサービスセンタ－グリーンロード 

 

 

 

 

 

午前・・・季節の話、リハビリ体操、口腔体操 

午後・・・リハビリ体操、歌体操、装飾、脳トレ、運動レク 

〒188－0004 

東京都西東京市西原町 2－2－11 

℡ 042－467－7759 FAX 042‐461－5995 

※ホームページも随時更新しております。 

https://greenroad.or.jp/  ＊予定は、変更する事もございます。 

毎月、月初めにお薬手帳をご持参ください。 

安全に過ごして頂くため、また日々の健康管理のためにも 

昼薬を飲まれていない方もお願い致します。 
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       

冬本番を迎え、道路の凍結や積雪などが、影響し 

お迎えの時刻が通常よりも遅くなることも予想されます。 

外は大変に寒いですので、送迎車が到着するまでは 

ご自宅の中で、お待ち頂きますようお願い申し上げます。 

 

フラワーアレンジメント 

３月１3日（月） 

 お願いとお知らせ 



ｴﾈﾙｷﾞｰ:587kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:457kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :13.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:653kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :26.1g   

脂質  :20.3g   炭水化:80.1g   脂質  :11.7g   炭水化:72.0g   脂質  :39.7g   炭水化:93.9g   

食塩相:2.1g   食塩相:2.1g   食塩相:2.8g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:452kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :23.0g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:475kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :15.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:473kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:567kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :19.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:466kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :15.1g   

脂質  :10.5g   炭水化:63.5g   脂質  :13.5g   炭水化:71.0g   脂質  :9.9g   炭水化:73.6g   脂質  :26.1g   炭水化:62.0g   脂質  :11.5g   炭水化:72.1g   

食塩相:2.7g   食塩相:2.5g   食塩相:2.2g   食塩相:3.2g   食塩相:2.4g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:539kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.1g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:508kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :27.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:515kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :18.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :12.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:437kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.6g   

脂質  :22.2g   炭水化:66.9g   脂質  :20.1g   炭水化:51.8g   脂質  :15.1g   炭水化:73.0g   脂質  :9.1g   炭水化:76.4g   脂質  :11.2g   炭水化:65.1g   

食塩相:3.4g   食塩相:2.0g   食塩相:2.9g   食塩相:2.2g   食塩相:2.1g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:546kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :24.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:445kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.9g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:400kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.3g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:502kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:430kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :13.3g   

脂質  :17.5g   炭水化:68.9g   脂質  :9.4g   炭水化:63.9g   脂質  :2.7g   炭水化:70.5g   脂質  :15.4g   炭水化:66.8g   脂質  :8.3g   炭水化:73.4g   

食塩相:2.6g   食塩相:2.6g   食塩相:2.7g   食塩相:2.2g   食塩相:1.7g   

ｴﾈﾙｷﾞｰ:381kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :14.7g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:499kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :20.4g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:485kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.5g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:453kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :21.6g   ｴﾈﾙｷﾞｰ:524kcal ﾀﾝﾊﾟｸ :16.8g   

脂質  :3.0g   炭水化:70.8g   脂質  :13.9g   炭水化:69.9g   脂質  :16.1g   炭水化:65.5g   脂質  :11.9g   炭水化:62.3g   脂質  :21.3g   炭水化:65.6g   

食塩相:2.9g   食塩相:2.1g   食塩相:2.3g   食塩相:2.0g   食塩相:3.0g   

2023年3月 デイサービス グリーンロード

当日の体調により
「おかゆ」や「きざみ」
に変更できます。

（月） （火） （水） （木） （金）
１日 ２日 ３日

ご飯 おかめうどん ≪ひな祭り≫
清まし汁 かき揚げ いなり寿司
牛肉となすの赤味噌炒め 青菜のくるみ和え 清まし汁
さつまいものレモン煮 フルーツミックスゼリー 鶏肉と根菜の煮物
パインムース オレンジ

６日 ７日 ８日 ９日 １０日

赤飯 ポークカレー ≪選べるソースの日≫ 卵サンド ナポリタンスパゲティ
清まし汁 コンソメスープ ご飯 タラモサンド コンソメスープ
ホキの胡麻焼き キャベツサラダ コンソメスープ ミネストローネ風スープ ポテトサラダ
春野菜の炊き合わせ ミルクムース 鶏の唐揚げ　おろしソース 大根サラダ パインムース
ぶどうムース 　　　　　　タルタルソース りんごゼリー

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日

温野菜サラダ
フルーツミックスゼリー

味噌汁

ブロッコリーの生姜和え

卵サンド <<うなぎの日>> 春キャベツのソースやきそば ≪選べるソースの日≫ ご飯
ツナサンド うな丼 中華スープ ご飯
ポトフ 清まし汁 かに焼売 つくねの甘酢あんかけ
グリーンサラダ 大根と胡瓜の酢の物 りんごムース 白身フライ　オーロラソース
パインムース オレンジ 　　　　　　中濃ソース ミルクムース

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

パンプキンサラダ
フルーツポンチ

とんこつラーメン 《春分の日》 ご飯 ご飯 ご飯
エビ焼売 たけのこご飯 味噌汁 オニオンスープ 清まし汁
棒々鶏風サラダ 清まし汁 たらの醤油麹焼き タンドリーチキン 天ぷら
杏仁豆腐 鰆の柚子味噌焼 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのかに風味あんかけ マカロニサラダ ごまドレ和え

しろ菜の生姜和え ぶどうゼリー☆ ミルクムース 抹茶ゼリー
イチゴムース

３０日 ３１日２７日 ２８日 ２９日

清まし汁 清まし汁 玄米ご飯 清まし汁 ポテトサンド

もやしの和え物 花野菜の青じそ和え 茄子と焼ねぎの甘辛味噌 パインムース スパゲティーサラダ

ご飯 ご飯 からだ元気【春バテ予防】 豚丼 卵サンド

豆乳プリン

バサの糸昆布煮 すきやき風 野菜の旨味スープ 青菜のピーナツ和え 豆乳スープ

梅ゼリー 杏ゼリー 小松菜のごま和え りんごムース

卵のスープ

※食材仕入れの都合上、献立を変更する場合があります。ご了承ください。

選べる
おやつの日

選べる
おやつの日



　グリーンロードでは、お食事も楽しんでいただけるように、毎月さまざまな取り組みを行っております。

☆2023年3月　グリーンロードのお食事紹介☆

≪選べるソース≫

配膳時、お好きなソースをお選びいただきます。

≪選べるおやつ≫

来所時、当日のおやつをお選びいただきます。

≪後藤シェフのスイーツ≫

３月２７日（月）のおやつは“後藤シェフのスイーツ”です。

８日（水）

おろしソース又はタルタルソース

※写真はイメージです

１６日（木）

オーロラソース又は中濃ソース

10日（金）

和菓子又はワッフル

2０日（月）

いちごクレープ又は今川焼き

≪グリーンロードうなぎの日≫

３月１４日（火）は“グリーンロードうなぎの日”です。

今回６回目の開催で、今年度最後のうなぎの日です。

季節は春へと変わっていきます。うなぎを食べて元気に過ごせる

ように、グリーンロードでスタミナを補給しませんか？

ご利用日以外でご希望の方は、ぜひお問い合わせください！！

お待ちしております♪

シェフのレシピをもとに、本格的なスイーツを楽しめる企画です。

今回のメニューは、『豆腐レアチーズ』です。

皆さま、お楽しみに！


