
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（蟹玉あんかけ
生野菜　パイン）　珍味
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　筑
前煮（人参　インゲン　ご
ぼう　こんにゃく　鶏肉
筍）　だし巻き卵　小松菜
のお浸し　一夜漬　りんご

ご飯　味噌汁　牛乳　ス
ペイン風オムレツ　ブロッ
コリー　本しめじ　りんご
白菜の煮浸し　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き物（ハムロース　生野
菜　果物）　キャベツのな
めたけ和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　湯
豆腐セット　帆立と小松
菜の煮物　一夜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り合
わせ（プレーンオムレツ　生
野菜　苺）　ヤーコンのきん
ぴら　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　小女子佃煮
苺）　炒め煮　うり粕漬

昼
味噌汁　帆立丼　大
根の梅肉和え　紅生
姜　花豆

焼きたてパン　ベジタブ
ルスープ　マッシュサラダ
飲み物（コーヒー　紅茶
牛乳）

おにぎりセット　ケーキ
香の物

すいとん汁　ゆかりご飯
盛り合わせ（ほぅけフリッ
ター　レタス　トマト）梅漬
パパイヤ　す甘

わかめスープ　ハッシュド
ビーフ　野菜サラダ　福
神漬　ピクルス

なめこおろしそば　盛り合
わせ　デザート

きつねうどん　小鉢　果物

夕

ご飯　寄せ鍋　イカ
納豆　南瓜の甘煮
香の物　煮リンゴ　フ
ルーツ缶

ご飯　南瓜だんご汁　焼
き魚（大根おろし　佃煮）
キャベツの味噌炒め　ダ
イスキムチ漬

清汁　生ちらし　含め煮
小田巻蒸　桜餅

ご飯　味噌汁　煮魚　白
菜とフルーうサラダ　香の
物

ご飯　味噌汁　天ぷら盛
り合わせ（えび　南瓜　茄
子　本しめじ　大根おろ
し）　小松菜のピーナツ和
え　香の物

ご飯　味噌汁　タンドリー
チキン　生野菜　果物
炒り豆腐　香の物

ご飯　味噌汁　チャンチャン
ホイル焼　(鮭　玉葱　ニラ
バラベーコン　本しめじ　生
わかめ）　エビチリ　春雨サラ
ダ　香の物
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朝
ご飯　味噌汁　牛乳　は
んぺんのチーズサンド　ト
マト　珍味　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　鯖
水煮の山かけ　小松菜の
磯和え　一夜漬

ご飯　味噌汁　キャベツ
のマフラー煮　納豆（長ネ
ギ　花かつお）　沢庵

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き魚（さわら西京　大根お
ろし　オレンジ）　ホッキサ
ラダ　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（チーズ入りオム
レツ　温野菜　煮リンゴ
ヨーグルト）　ふきの炒め
煮　一夜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（大根　ランチがんも
人参　こんにゃく　絹さ
や）　温泉卵　大根味噌
漬

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き物（炭火焼き鳥　生野
菜　オレンジ）　ふきと芋
茎の炒め煮　香の物

昼
焼きそば　ゆりねスープ
紅生姜　フルーツヨーグ
ルト

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
鴨うどん　ミニ寿司　　酢
生姜

はるさめスープ　炊き込
みピラフ　いかサラダ　福
神漬　らっきょ

タコ天蕎麦　小鉢　大根
甘酢漬

和風スパゲティー　アボ
ガドサラダ　生チョコ牛乳
ゼリー

夕

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（鶏肉の甘辛ソースか
け　生野菜　マッシュポテ
ト）　切干大根の炒め煮
香の物

ご飯　味噌汁　エビ入り
シュウマイ　ラーメンサラ
ダ　胡瓜漬

ご飯　赤だし味噌汁　お
刺身盛り合わせ　ズイキ
の炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　ささみのピ
カタ焼き　生野菜　煮豆
腐のあんかけ　沢庵

ご飯　清汁　鯖の味噌煮
中華サラダ　胡瓜粕漬

ご飯　味噌汁　ぎせい豆
腐　ポテトサラダ　ツナオ
クラ

ご飯　味噌汁　干魚（大
根甘酢　キウイ）　麻婆豆
腐　べったら漬　ホワイト
デークッキー
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　サ
ンマの蒲焼　小松菜の梅
肉和え　とろろ芋　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ベーコンエッグ
生野菜　オレンジ）　長芋
のネバネバ和え　胡瓜大
根粕漬

ご飯　味噌汁　牛乳　豚
肉と野菜のソテー　冷奴
（大根おろし　なめたけ）
沢庵　小女子佃煮

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き物（ハムステーキ　温
野菜）　ひじきの炒め煮
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（里芋　かまぼこ　本しめじ
人参　ふき）　ほうれん草と水
菜のお浸し　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き物（伊東の天ぷら　大
根おろし　キウイ）　筍の
炒め物　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　野
菜入りオムレツ（野菜ソ
テー　りんご）　数の子松
前　胡瓜漬

昼
味噌汁　カツ丼　白菜の
お浸し　香の物

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　フルーツゼリー
飲み物（コーヒー　紅茶
牛乳）

かき玉そうめん　繊切ポ
テトソテー　甘納豆大福

豚肉ときのこのうどん　手
巻き寿司　南瓜と水菜の
酢物

野菜スープ　北湘南レス
トランオムレツ　たこサラ
ダ　福神漬　らっきょ

鯛の雑炊　盛り合わせ
（クリームコロッケ　生野
菜）　野菜ゼリー　香の物

ご飯　ドライカレー　香の
物　大根サラダ

夕
ご飯　鱈汁　かきフライ
（生野菜　トマト）　小松菜
の胡麻和え　べったら漬

ご飯　味噌汁　煮魚　マカ
ロニサラダ　香の物

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）　切干大根カ
レー風味　香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（豚ロース生姜焼き
生野菜　オレンジ）　きん
ぴらごぼう　水菜お浸し
紅生姜

山菜そば　おはぎ（赤
白）　まぐろネギヌタ　海
老チリ　カブの一夜漬

ご飯　味噌汁　サーモン
の陶板焼き　ナムル（ほう
れん草　胡瓜　えのきだ
け　人参）　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（はんぺんのバ
ター焼き　ウインナー　オ
レンジ）　珍味　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　山
菜の炒め煮　納豆（めか
ぶ　長葱）　香の物　フ
ルーツヨーグルトかけ

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き魚（大根おろし 小女子
佃煮）　大豆の昆布巻き
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　生野菜　フライドポテ
ト）　長芋の梅カツオ和え
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（ランチがんも　大根
ごぼう　人参　インゲン
味付椎茸）　生卵　沢庵

ご飯　味噌汁　牛乳　焼
き物（角ハム　温野菜　オ
レンジ）　筍土佐煮　一夜
漬

昼
塩ラーメン　いなり寿司
酢生姜

サンドウイッチ　和風スー
プ　糸南瓜サラダ　飲み
物（コーヒー　紅茶　牛
乳）

休
にゅう麺　一口おにぎり
（梅　鰹）　一夜漬

きのこスープ　ヘルシー
チキンライス　黒糖ゼリー
福神漬　らっきょ

釜あげうどん　盛り合わ
せ（生野菜　さんまカレー
風味焼き　りんご）　パイ

ミートカレースパゲティ
エリンゲスープ　野菜サ
ラダ　福神漬

夕

ご飯　かき玉汁　焼き魚
(サンマ　大根おろし　キ
ウイ）　味噌バター肉じゃ
が　香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（ササミチーズカツ　生
野菜　オレンジ）　小松菜
の胡麻よごし　赤かぶ漬

ご飯　チキンカレー　ゆで
卵　大根サラダ　福神漬
らっきょ

ご飯　豚汁　盛り合わせ
（コーンクリームコロッケ
生野菜　粗挽きウイン
ナー　キウイ）　ホウレン
草サラダ　一夜漬

ご飯　味噌汁　鮭のマリ
ネ　水菜と胡瓜のなめた
け和え　胡瓜粕漬

ご飯　味噌汁　味噌おで
ん　ホッキサラダ　大根浅
漬

ご飯　味噌汁　つけ焼き
(甘酢大根　りんご）　里
芋とこんにゃくのそぼろ
煮　沢庵

29 30 31

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（蟹玉あんかけ
生野菜　オレンジ）　長芋
のネバネバ和え　胡瓜浅
漬

ご飯　味噌汁　牛乳　田
舎風炊き合わせ　帆立だ
し巻き卵　煮豆　一夜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　トル
コ風オムレツ　ブロッコ
リーと人参のソテー　パイ
ン　白菜の煮浸し　かぶ
粕漬

昼
味噌汁　焼とり丼
大根とうどの和え物
沢庵

焼きたてパン　ベジタブ
ルスープ　水菜とハムの
サラダ　飲み物（コーヒー
紅茶　牛乳）

味噌汁　おにぎりセット
（海老シュウマイ　レタ
ス　マッシュポテト）　バ
ナナヨーグルト　香の

物

夕

ご飯　番茶　うどんすき
もずく酢物　フルーツミッ
クス白玉入り　赤かぶ漬
胡瓜漬

清汁　うどのちらし寿司
含め煮　酢味噌　ミルク
ゼリー

ピースご飯　盛り合わせ
（つくね　コーンソテー）
春雨サラダ　香の物
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