
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

お雑煮（しょうゆ味）　プ
レート盛り合わせ（帆立ご
飯　レタス　アスパラベー
コン巻　昆布巻　果物）
南瓜甘煮　なます

お雑煮（鮭塩味）　プレート
盛り合わせ（チューリップ
つくねスモーク　レタス　数
のこ　白菜のお浸し）　オ
レンジ　黒豆　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（とくさ帆立　生野菜　板
かま　トマト　みかん）　き
んぴらごぼう　香の物

昼
はるさめスープ　鮭チャー
ハン　はんぺんサラダ　福
神漬

釜揚げうどん　盛り合わせ
（伊達巻　旨煮　きんとん）

スープ　ナポリタンスパゲ
ティ　野菜サラダ

夕
ご飯　味噌汁　鮭のマリネ
切り干し大根中華炒め
香の物

ご飯　清汁　味噌おでん
（コンニャク　餅きんちゃく
大根　天ぷらかまぼこ　茹
卵　はんぺん）　白菜サラ
ダ　黒豆

ご飯　味噌汁　魚のつけ
焼き（大根甘酢　ゆず）
里芋のそぼろ煮　香の物
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朝
ご飯　みそ汁　牛乳　かに
玉あんかけ盛合わせ　香
の物

ご飯　みそ汁　牛乳　筑前
煮　伊達巻とお浸し　香の
物

ご飯　みそ汁　牛乳　スペ
イン風オムレツ盛合わせ
煮浸し　香の物

みそ汁　牛乳　七草粥　焼
き物盛合わせ　珍味　香
の物

ご飯　みそ汁　牛乳　湯豆
腐セット　ホタテと根菜の
煮物　香の物

御飯　みそ汁　牛乳　プ
レーンオムレツ　炒め物
香の物

ご飯　みそ汁　牛乳　伊東
のてんぷら　シーチキンの
炒め物　香の物

昼
みそ汁　焼き鳥丼　小鉢
香の物

焼立てパン　ベジタブル
スープ　デザート　飲み物

みそ汁　おにぎりセット
デザート　香の物

たまご汁　ゆかりご飯　香
の物

スープ　ハッシュドビーフ
野菜サラダ　香の物

なめこおろし蕎麦　小さい
盛合わせ　デザート

きつねうどん　小鉢　くだも
の

夕
ご飯　きりたんぽ鍋　小さ
い盛合わせ　酢の物　香
の物

ご飯　みそ汁　焼き魚　い
んげんの炒め物　香の物

ご飯　みそ汁　豆腐ハン
バーグ　春雨サラダ　香の
物

ご飯　みそ汁　煮魚　キャ
ベツのサラダ　香の物

ご飯　みそ汁　天ぷら盛合
わせ　ピーナッ和え　香の
物

ご飯　味噌汁　タンドリー
チキン　豆腐の卵とじ　香
の物

ご飯　みそ汁　ホイル焼き
マカロニケチャップ炒め
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　白菜お浸し　トマ
ト）　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　みか
ん

ご飯　味噌汁　牛乳　キャ
ベツのマフラー煮　納豆
（しらす　長ネギ）　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　果物）　白
菜のなめたけ和え　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（チーズ入りオムレ
ツ　コーンソテー　バナナ）
炒め煮（豆腐　白滝　いん
げん　ひじき）香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（大根　生麩　餅　インゲ
ン）　温泉卵　小女子佃煮
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（炭火焼き鳥　温野
菜　パイン）　長芋ネバネ
バ和え　香の物

昼
はるさめスープ　焼きそば
香の物　果物

焼きたてパン　じゃが芋の
ポタージュ　南瓜サラダ
飲み物（コーヒー　紅茶
牛乳）

休み
鴨うどん　ミニ寿司　香の
物

ウインナー野菜スープ　炊
き込みピラフ　白菜サラダ
香の物

タコ天蕎麦　卯の花炒め
花豆煮豆

和風スパゲティー　オニオ
ンスープ　梅ゼリー

夕

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（鶏肉の甘辛ソース　生野
菜　オレンジ）　大根と身
欠き鰊の煮物　かけ汁粉
香の物

ご飯　ラーメン汁　焼き餃
子　中華風サラダ　べった
ら漬

ご飯　赤だし味噌汁　お刺
身盛り合わせ　芋茎の炒
め煮　香の物

ご飯　味噌汁　ささみの味
噌サンドロール　生野菜
Ｇフルーツ　奴豆腐　きゅ
うり粕漬　煮豆

ご飯　うどん汁　鯖の味噌
煮　豚しゃぶサラダ　べっ
たら漬　大根生姜巻き

ご飯　味噌汁　ぎせい豆
腐　ふきの炒め煮　大根
生姜巻き　みかん

ご飯　味噌汁　干魚（大根
おろし　果物）　南瓜のサ
ラダ　南蛮味噌　三升漬
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（サンマの蒲焼　白
菜の梅肉和え　りんご）
とろろ芋　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ハムエック　生野
菜　果物）　数の子コロコ
ロ　べったら漬

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
豚と野菜ソテー　奴豆腐
（大根おろし　なめたけ）
香の物　佃煮　塩辛

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（さわら西京　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
（ミニがんも　人参　大根
味付け椎茸　いんげん）
納豆（ネバネバ和え　長ネ
ギ）　香の物　キウイ　りん
ご

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（伊東の天ぷら　大
根おろし　果物）　高野豆
腐の炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（野菜入りオムレツ
レタス　ブロッコリー）　珍
味（味付け数の子　大根
おろし）　香の物

昼
ご飯　味噌汁　親子丼　ほ
うれん草のお浸し　白菜粕
漬

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　デザート　飲み物
（コーヒー　紅茶　牛乳）

焼きおにぎり茶漬け　盛り
合わせ（アスパラベーコン
巻　鶏ザンギ　レタス　ほ
うれん草の胡麻和え）　た
くあん

豚肉ときのこうどん　巻き
寿司　小鉢

はるさめスープ　北湘南レ
ストランオムレツ　りんご
サラダ　香の物

かけそば　天ぷらセット
（ふくらぎ　大葉　南瓜　本
しめじ）　小鉢　香の物

ご飯　スープカレー（人参
本しめじ　鶏もも　茄子
芋　ピーマン）　福神漬
黒糖ゼリー

夕

ご飯　三平汁　盛り合わせ
（カキフライ　生野菜　トマ
ト）　黒豆の卯の花炒め
胡瓜粕漬

ご飯　みそ汁　煮魚　ラポ
テトサラダ　香の物

ご飯　味噌汁　牛丼　フ
ルーツサラダ　香の物

ご飯　つみれ汁（とりゴボ
ウ） 　盛り合わせ（海老フ
ライ　生野菜　南瓜バター
焼き）　小松菜のなめたけ
和え　香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（豚ロース生姜焼き　生野
菜　トマト）　マカロニサラ
ダ　沢庵

ご飯　味噌汁　焼き魚（大
根おろし　くるみかつお）
厚あげのの炒め煮　胡瓜
粕漬

ご飯　味噌汁　陶板焼き
ナムル（小松菜　胡瓜　え
のきだけ　人参）　胡瓜漬
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　ソー
セージのソテーカレー味
（玉葱　ピーマン　本しめ
じ）　温泉卵　香の物　うど
の酢味噌

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺんのバ
ター焼き　温野菜　みか
ん）　珍味　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　山菜
の炒め煮　納豆（長葱　し
らす）　一夜漬　果物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚(ホッケ　大根おろし　み
かん）　煮物（こんにゃく
人参　天ぷら　いんげん）
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　コーンソテー　レタス）
長芋の梅ちそ和え　一夜
漬

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（里芋　人参　ふき　かま
ぼこ）　生卵　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（ハムステーキ　果物）
小松菜和え物　そうめん
南瓜酢物　沢庵

昼
味噌ラーメン　いなり寿司
香の物

サンドウイッチ　白菜のシ
チュー　メロンゼリー　ゆ
ずゼリー　飲み物（コー
ヒー　紅茶　牛乳）

休み
にゅう麺　一口おにぎり
一夜漬

スープ　ドライカレー　福
神漬　ハムサラダ

釜揚げうどん　盛り合わせ
（鮭　生野菜）　花豆煮豆

ミートスパゲティ　野菜
スープ　生ハムサラダ

夕

鯛飯　清汁（そうめん　生
麩　三つ葉）　鶏のおろし
蒸し（人参グラッセ　枝豆）
エビチリ　レアチーズケー
キ

ご飯　味噌汁　魚のおろし
煮　くるみ和え（ほうれん
草　キャベツ　いか）　ミッ
クス漬

ご飯　ビーフカレー　水菜
とリンゴのサラダ　福神漬
らっきょ

ご飯　豚汁　盛り合わせ
（鶏炭火串　レタス　海老
チリ）　大根と身欠き鰊の
煮物　沢庵

ご飯　味噌汁　鮭のマリネ
ほうれん草のとびっ子和
え　沢庵

ご飯　味噌汁　煮込みお
でんカレー風味　ホッキサ
ラダ　沢庵　にんにく醤油
漬

ご飯　味噌汁　つけ焼き
(寒ます　甘酢大根　キウ
イ）　里芋のそぼろ煮　胡
瓜漬
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