
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（伊東の天ぷら　大
根おろし　塩辛）　煮物　香
の物

昼

ご飯　スープカレー（ピー
マン　卵　鶏もも　茄子　さ
つま芋　）　福神漬　らっ
きょ　デザート

夕
ご飯　味噌汁　陶板焼き
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
珍味　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　りんご）　数
の子　長芋梅漬

ご飯　味噌汁　牛乳　山菜
の炒め煮　納豆（モロヘイ
ヤ　花かつお）　香の物
柿

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　塩辛）　卯
の花炒め　たくあん

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　温野菜　果物）　長芋
の梅酢　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（里芋　こんにゃく　かまぼ
こ　人参　インゲン）　生卵
りんご　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（ごぼう入り天ぷら　大
根おろし　イカ刺し松前）
大根のきんぴら　たくあん

昼
味噌ラーメン　いなり寿司
酢生姜

焼きたてパン　秋野菜シ
チュー　小鉢　飲み物
（コーヒー　牛乳）

休み
にゅう麺　焼きたらこおに
ぎり　りんご　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　ブロッコ
リーの中華和え　南瓜パ
イ

野菜スープ　ミートスパゲ
ティー　イカサラダ

夕
ご飯　味噌汁　焼き魚（大
根おろし　柿）　肉じゃが
香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（ヒレカツ　生野菜　トマト
クラゲ）　わかめ酢物　ブ
ロッコリーこうじ漬

ご飯　チキンカレーゆで卵
添え　大根サラダ　福神漬
らっきょ

ご飯　豚汁　盛り合わせ
（炭火串　黒豆　レタス
コーン　りんご）　大根とイ
カの煮物　大根かぼちゃ
漬

五穀米　味噌汁　ちかの
マリネ風　ほうれん草のと
びっこ和え　香の物

ご飯　味噌汁　おでんカ
レー風味（大根　こんにゃ
く　バラ肉　茹卵）　ホッキ
サラダ　白菜のこうじ漬

ご飯　味噌汁　つけ焼き
（鮭　甘酢大根　りんごの
ワイン煮）　キャベツの胡
麻よごし　香の物
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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）　珍味　香
の物

ご飯　味噌汁　牛乳　筑前
煮（黒こん　土ごぼう　人
参　鶏肉　焼きちくわ　イン
ゲン　筍）　だし巻き卵　白
菜のお浸し　香の物　ぶど
う

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（スペイン風オムレ
ツ　ブロッコリー　りんご）
白菜の煮浸し　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ハムステーキ　生
野菜　りんご）　小松菜の
なめたけ和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　湯豆
腐セット　ヤーコンの炒め
煮　柿　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　柿）　ごぼうの土
佐煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　伊東
の天ぷら（大根おろし　Ｇ
フルーツ）　きんぴらごぼう
たくあん

昼
そば茶　中華丼　　小鉢
紅生姜

焼きたてパン　ベジタブル
スープ　野菜ケーキ　南瓜
のミルク煮　飲み物（コー
ヒー　牛乳）

味噌汁　おにぎりセット（鶏
ザンギ　生野菜　オレンジ
香の物）　デザート

芋団子汁　ゆかりご飯　鶏
ささみ肉みそ巻き　生野菜
香の物

春雨スープ　ハッシュド
ビーフ　野菜サラダ　香の
物

山菜山かけ蕎麦　鶏から
あげ　チンゲン菜ソテー
Ｇフルーツのゼリー

きつねうどん　小鉢　果物

夕
ご飯　番茶　うどんすき
もずく酢　　柿とバナナの
ヨーグルト和え　香の物

ご飯　味噌汁　焼魚（大根
おろし）　キャベツの味噌
炒め　胡瓜からし漬　ぶど
う

ご飯　味噌汁　つくね（フラ
イドポテト　トマト）　春雨
サラダ　香の物

ご飯　味噌汁　煮魚（赤か
れい　大根）　白菜とフ
ルーツサラダ　煮物　たく
あん

ご飯　味噌汁　天ぷら盛り
合わせ（えび　南瓜　ブ
ロッコリー　茄子）　ピーナ
ツ和え　はさみ漬

　ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（タンドリーチキン　温野
菜　大根の梅酢）　豆腐の
卵とじ　香の物

ご飯　味噌汁　ホイル焼
インゲンの香味炒め　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　ほうれん草ソテー
バナナ）　珍味　香の物

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　りんご

ご飯　味噌汁　牛乳　キャ
ベツのマフラー煮　納豆し
らす入り　香の物　パイン

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（さわら西京　大根おろ
し　トマト）　長芋のねばり
菜和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（チーズオムレツ
生野菜）　切干大根の炒
め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（大根　人参　天ぷら　黒
こん　インゲン）　温泉卵
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（炭火焼き鳥　大根おろ
し　大葉　オレンジ）　ネバ
ネバ和え　香の物

昼
中華スープ　焼きそば　紅
生姜　フルーツヨーグルト
和え

焼きたてパン　コーンポ
タージュ　野菜サラダ　飲
み物（コーヒー　牛乳）

休
鴨うどん　ミニ生散らし　香
の物

スープ　えび炊き込みピラ
フ　　大根サラダ　香の物

タコ天そば　白菜お浸し
香の物

和風スパゲティー　スープ
デザート

夕

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（鶏ザンギ　生野菜　フラ
イドポテト）　大根と身欠き
鰊の炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　手作り肉
しゅうまい　中華風サラダ
香の物

ご飯　赤だし味噌汁　お刺
身盛り合わせ　ズイキの
炒め煮　五目なます

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（鶏ささみピカタ焼　生野
菜　パイン）　奴豆腐　香
の物

ご飯　そうめん汁　鯖の味
噌煮　豚しゃぶサラダ　香
の物

ご飯　味噌汁　ぎせい豆
腐　インゲンの炒め煮　香
の物

ご飯　味噌汁　干魚の焼
き物　（大根おろし　りん
ご）　茄子とピーマンの味
噌炒め　香の物
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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（ハムエッグ　生野
菜バナナ）　珍味　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

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（魚　大根おろし　オレン
ジ）　ひじきの炒め煮　香
の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物（生
麩　一口がんも　里芋　人参
本しめじ）　納豆（しらす　長
葱）　香の物　りんご

ご飯　味噌汁　牛乳　伊東
の天ぷら（玉葱入り丸天
大根おろし　Ｇフルーツ
オレンジ）　南瓜煮　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（野菜オムレツ　野
菜ソテー　オレンジ）　ころ
ころ松前　大根こうじ漬

昼
ご飯　味噌汁　親子丼
白菜のお浸し　香の物

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　白桃＆バナナの
ヨーグルト和え　飲み物
（コーヒー　牛乳）

おにぎり茶漬け　盛り合わ
せ（厚焼き玉子　ほうれん
草お浸し　南瓜　生麩）

香の物

豚肉ときのこうどん　巻き
寿司（鉄火巻き）　小鉢

ウインナースープ　北湘南
レストランオムレツ　野菜
サラダ　香の物

わんこそば　お好み焼き
果物

ご飯　スープカレー　南瓜
ゼリー　らっきょ　福神漬

夕

ご飯　三平汁　かきフ
ライ（生野菜　トマト）
黒豆おから炒め　シ
ソ大根

ご飯　味噌汁　煮魚　ポテ
トサラダ　シソ大根

五穀米　味噌汁　牛丼　フ
ルーツサラダ　紅生姜

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（手作りコロッケ　生野菜
トマト）　山菜煮　香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（豚ロース生姜焼き　生野
菜　苺）　炒り豆腐　香の
物

五目ご飯　清汁　盛り合わ
せ（鶏唐揚げ　大根おろし
スパゲティー　かぶ千枚
漬）　茶碗蒸し　　デザート

ご飯　味噌汁　陶板焼き
ほうれん草のナムル　香
の物

30

朝
ご飯　味噌汁　牛乳　ソー
セージのソテー　温泉卵
ごぼうの甘煮　香の物

昼
塩ラーメン　いなり寿司
香の物

夕

ご飯　味噌汁　焼き魚（大
根おろし　オレンジ）　肉
じゃがカレー風味　南瓜た
くあん
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