
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ベーコンエック
生野菜　オレンジ）　ツナ
オクラ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　野菜
ソテー　奴豆腐（三升漬
長葱）　香の物　煮豆

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（さんま　大根おろし　西
瓜）　ひじきの炒め煮　香
の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物（五
目煮　大根　人参　インゲン
味付椎茸）　納豆（モロヘイ
ヤ）　一夜漬　果物

ご飯　味噌汁　牛乳　野菜
入りオムレツ（生野菜　オ
レンジ）　鰹くるみ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（伊東の天ぷら　大
根おろし　珍味）　大根の
きんぴら　べったら漬

昼
焼きたてパン　ミネスト
ローネ　デザート　飲み物
（コーヒー　牛乳）

うなぎ雑炊　小さい盛り合
わせ（揚げ茄子　生野菜
トマト　かまぼこ）　香の物

豚肉ときのこのうどん　巻
き寿司（シーチキン巻き）
梅鰹和え

トマトスープ　北湘南レスト
ランオムレツ　イタリアン野
菜サラダ　福神漬

冷麦　焼立てピザ　果物
コーヒー

たらこクリームスパゲ
ティー　ズッキーニの炒め
煮　トマトゼリー

夕
ご飯　みそ汁　煮魚　ポテ
トサラダ　香の物　西瓜

ピースご飯　味噌汁　ラム
シャブ　大根とみがきの煮
物　トマトゼリー　香の物

ご飯　つみれ汁 　盛り合
わせ（エビフライ　南瓜の
素揚げ　生野菜）　もずく
酢物　香の物

ご飯　味噌汁　豚肉ロース
生姜焼き（生野菜　トマト）
南瓜サラダ　香の物

　ご飯　味噌汁　焼き魚
（大根おろし　枝豆）　炒り
豆腐　香の物

ご飯　味噌汁　陶板焼き
（豚ヒレ　茄子　南瓜　甘エ
ビ　エリンゲ　大根おろし）
小松菜のナムル　香の物
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朝
ご飯　味噌汁　牛乳　ソー
セージのソテー　温泉卵
小女子佃煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺん田楽味
噌　温野菜　メロン）　ツナ
オクラ　たくあん

ご飯　味噌汁　牛乳　山菜
の炒め煮　納豆（しらす
長ネギ）　胡瓜漬　果物盛
り合わせ

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（干こまい　大根おろし
エビ甘辛）　インゲン炒め
物　胡瓜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　温野菜　オレンジ）　長
芋のネバネバ和え　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（南瓜　こんにゃく　とりモ
モ肉　人参　インゲン）　生
卵　西瓜　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（角ハム　生野菜　バナ
ナ）　和え物　香の物

昼
昔風ラーメン　いなり寿司
酢生姜

焼きたてパン　南瓜シ
チュー　三色ゼリー　飲み
物（コーヒー　牛乳）

休
にゅう麺　一口おにぎり
香の物

スープ　ヘルシーチキンラ
イス　デザート　香の物

鍋焼きうどん　和え物　南
瓜大福

コンソメスープ　ミートスパ
ゲティー　野菜サラダ

夕

ご飯　味噌汁　焼き魚（一
塩ホッケ　大根おろし
キュウイ）　肉じゃがカレー
味　瓜漬

あさり炊き込みご飯　味噌
汁　盛り合わせ（ヒレカツ
生野菜　トマト）　夕顔とく
らげの油炒め

ご飯　ビーフカレー　盛り
合わせサラダ　福神漬
らっきょ　西瓜

ご飯　きのこ汁　盛り合わ
せ（ウインナーフライ　フラ
イドポテト　生野菜　トマト）
大根とイカの煮物　胡瓜漬

五穀米　味噌汁　さんまの
マリネ風　ほうれん草のと
びっこ和え　茄子漬

ご飯　味噌汁　煮込みおで
ん（大根　ミニがんも　結び
白滝　鶏手羽　焼きちく
わ）　ほっきサラダ　香の
物

ご飯　味噌汁　つけ焼き
（糸南瓜の甘酢　キュウ
イ）　小松菜の胡麻よごし
大根味噌漬

14 15 16 17 18 19 20

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（かに玉あんかけ
生野菜　トマト）　数の子こ
ろころ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　筑前
煮（土ごぼう　人参　鶏肉
焼きちくわ　筍）　だし巻き
卵　ほうれん草のお浸し
胡瓜こうじ漬　西瓜

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（スペイン風オムレ
ツ　生野菜　トマト）　白菜
のお浸し　胡瓜こうじ漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ハムステーキ　生
野菜　西瓜）　キャベツの
和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　湯豆
腐セット　インゲンの炒め
物　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（プレーンオムレツ
生野菜　トマト）　ごぼう土
佐煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（伊東のてんぷら　大根
おろし　トマト）　きんぴらご
ぼう　茄子漬

昼
味噌汁　焼き鳥丼　小鉢
紅生姜

焼きたてパン　ベジタブル
スープ　フルーツヨーグル
トかけ　飲み物（コーヒー
トマトジュース）

味噌汁　おにぎりセット（ミ
ニ串焼き鳥　生野菜　トマ
ト　ししとう　インゲン）　西
瓜　香の物

南瓜団子汁　ゆかりご飯
さんまのり巻　ホッケ味噌
サンド　生野菜　トマト　香
の物

スープ　ハッシュドビーフ
野菜サラダ　香の物

山菜山かけそば　胡瓜
とホタテのゆず和え　ず
んだ餅

きつねうどん　そうめん南
瓜　西瓜

夕
ご飯　番茶　よせ鍋　モロ
ヘイヤの納豆和え　フルー
ツヨーグルト和え　胡瓜漬

芋団子汁　煮物（魚岸揚
茄子　筍　もみじ麩　絹さ
や）　小田巻蒸し　生ちらし
メロンプリン

ご飯　コーンスープ　煮込
みハンバーグ（ポテト素揚
げ　本シメジと小松菜のソ
テー）　豆腐とトマトのサラ
ダ　なら漬　大根味噌漬

ご飯　味噌汁　煮魚　南瓜
サラダ　香の物

ご飯　味噌汁　天ぷら盛り
合わせ（えび　南瓜　みょ
うが　本しめじ）　白和え
香の物

　ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（タンドリーチキン　生野
菜　トマト）　インゲン炒め
煮　胡瓜漬

ご飯　味噌汁　ホイル焼
(鮭　白菜　生わかめ　本
シメジ　ニラ）　キャベツの
サラダ　香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺんチーズ
サンド　白菜のお浸し　ト
マト）　数の子　茄子漬

ご飯　味噌汁　牛乳　鯖水
煮の山かけ　ほうれん草
の磯和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　キャ
ベツのマフラー煮　納豆し
らす入り　胡瓜浅漬　りん
ご

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（さわら西京漬　大根お
ろし　トマト）　キャベツの
辛し和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（シーチキンオムレ
ツ　生野菜　オレンジ）　う
どの炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（冬瓜　人参　かまぼこ
黒こん　インゲン）　温泉
卵　小女子佃煮　胡瓜辛
子漬

ご飯　味噌汁　焼き物盛り
合わせ（鶏炭火焼　生野
菜　オレンジ）　白菜の鰹
和え　一夜漬

昼
わかめスープ　焼きそば　紅
生姜　果物ヨーグルト和え

焼きたてパン　南瓜ポター
ジュ　生ハムサラダ　飲み
物（コーヒー　牛乳　トマト
ジュース）

休
鴨うどん　鯖のバッテラ
みょうが酢物　洋ナシ

味噌汁　鯛飯　紅生姜　イ
カの胡麻マヨネーズ　果物
盛り合わせ

タコ天そば　南瓜のミル
ク煮　香の物

野菜スープ　和風スパゲ
ティー　キュウイ寄せゼ
リー

夕
ご飯　味噌汁　鶏ももザン
ギ　生野菜　ししとう　切干
大根の炒め煮　　香の物

ご飯　ラーメン汁　エビ入り
しゅうまい　トマト　中華風
サラダ　香の物

五目にゅう麺　おはぎ　香
の物　茶碗蒸し　果物

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（鶏ささみピカタ焼　生野
菜　トマト）　奴豆腐　胡瓜
漬　大根味噌漬

ご飯　うどん汁　鯖の味噌
煮　スパゲティーサラダ
べったら漬

ご飯　味噌汁　豆腐ステー
キ　２色お浸し（白菜　ほう
れん草）　香の物

ピ－スご飯　かき玉汁　鮭
フライ盛り合わせ（生野
菜）　酢物　紅生姜　南瓜
のムース

28 29 30

朝
ご飯　味噌汁　牛乳　さん
まの蒲焼と梅肉和え　とろ
ろ芋　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ベーコンエック
生野菜　果物）　さつま芋
の甘煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　野菜
ソテー　奴豆腐（大根おろ
し　なめたけ）　香の物

昼
ご飯　味噌汁　うな玉丼
ほうれん草のお浸し
一夜漬

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　りんごヨーグルト
飲み物（コーヒー　牛乳）

焼きおにぎり茶漬け　盛り
合わせ（鶏ザンギ　レタス
南瓜　生麩）　白菜浅漬

夕

ご飯　鱈汁　かきフラ
イ（生野菜　トマト）
インゲンの胡麻和え
香の物

ご飯　みそ汁　煮魚　ポテ
トサラダ　香の物　西瓜

ご飯　味噌汁　ジンギスカ
ン　フルーツヨーグルト　香
の物
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