
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　鯖水
煮の山かけ　ほうれん草
の磯和え　茎レタス

ご飯　味噌汁　キャベツの
マフラー煮　納豆（長ネギ）
沢庵　ほうれん草お浸し

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（さわら西京　大根おろ
し　オレンジ）　大豆と昆布
の煮物　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（シーチキン入りオ
ムレツ　生野菜　オレン
ジ）　鶏レバーの炒め煮
かぶ一夜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（大根　人参　枝豆　鶏肉
ランチがんも）　温泉卵
胡瓜粕漬け

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（炭火焼き鳥　温野
菜　枝豆　パイン）　長芋
のネバイ菜和え　胡瓜醤
油漬

昼

焼きたてパン　コーンク
リームスープ　鶏ささみサ
ラダ　飲み物（コーヒー
紅茶　牛乳）

休
鴨うどん　うどミニ寿司
香の物

卵スープ　炊き込みピラフ
玉ねぎサラダ　苺ケーキ
らっきょ

タコ天蕎麦　ワラビのたた
き　かぶ一夜漬

たらこクリームスパゲティ
コーンサラダ　メロン

夕
ご飯　味噌汁　エビ入り
しゅうまい　トマト　ラーメ
ンサラダ　茎レタス

ご飯　赤だし味噌汁　お刺
身盛り合わせ　ズイキの
炒め煮　うど味噌漬

五目ご飯　清汁 　盛り合
わせ（海老フライ　レタス
トマト　マッシュポテト）　含
め煮　ほうれん草和え物
西瓜　うど味噌漬　二十日
かぶ漬

ご飯　うどん汁　鯖の味噌
煮　豚しゃぶサラダ　沢庵

ご飯　味噌汁　揚げ豆腐
きのこソースかけ　マカロ
ニサラダ　チンゲン菜一夜
漬

ご飯　味噌汁　干魚の焼
き物（大根おろし　トマト）
ふきの炒め煮　香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（サンマの蒲焼　ほ
うれん草胡麻和え　りん
ご）　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　りんご）　わかさ
ぎ佃煮　大根醤油漬

ご飯　味噌汁　牛乳　豚肉
と野菜ソテー　奴豆腐（長
葱　花かつお）　香の物
佃煮

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　りんご）
ひじきの炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（京ふき　本しめじ）　納豆
（モロヘイヤ　長ネギ）　香
の物　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　オレンジ）　青菜
の炒め物　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（野菜入りオムレツ
生野菜　パイン）　切干大
根の煮物　茎レタス

昼
ご飯　味噌汁　かつ丼　ち
じみ菜のお浸し　一夜漬

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　フルーツヨーグル
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（炭火焼き鶏　ブ
ロッコリー　ほうれん草ソ
テー）　大根味噌漬

豚肉ときのこうどん　巻き
寿司　小鉢

エリンゲスープ　北湘南レ
ストランオムレツ　アスパ
ラサラダ　香の物

かき玉そうめん汁　焼立て
ピザ　コーヒー

ご飯　スープカレー（ゆで
卵　鶏もも　茄子　南瓜
ピーマン）　福神漬　フ
ルーツヨーグルト

夕

ご飯　鱈汁　盛り合わせ
（カキフライ　生野菜　トマ
ト）　大根とみがきの煮物
チンゲン菜漬

ご飯　味噌汁　煮魚　スパ
ゲティサラダ　べんり菜お
浸し

ご飯　味噌汁　ジンギスカ
ン　フルーツヨーグルト
香の物

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

あさり炊き込みご飯　味噌
汁　ポークチャップ　べん
り菜のなめたけ和え　大
根醤油漬

ご飯　味噌汁　焼き魚（大
根おろし）　厚あげとふき
の炒め煮　沢庵

ご飯　味噌汁　牛すき柳川
風　ナムル　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
温泉卵　香の物　ふき煮
浸し

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（はんぺんの田楽
味噌　温野菜）　昆布と椎
茸の佃煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　山菜
の炒め煮　納豆（長葱　し
らす）　白菜一夜漬　りん
ごワイン煮

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　りんご）
切干大根の炒め煮　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（ひじき入りオムレ
ツ　レタス　トマト）　長芋
の梅ちそ和え　茄子辛子
漬

ご飯　味噌汁　牛乳　煮物
（ごぼう入り天ぷらかまぼ
こ　里芋　人参　インゲン）
生卵　ゴマくるみ　べった
ら漬

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（角ハム　茄子素揚げ
白菜お浸し）　大豆の煮物
白菜醤油漬

昼
昔風ラーメン　いなり寿司
香の物

サンドウイッチ　シチュー
フルーツ　飲み物（コー
ヒー　紅茶　牛乳）

休
にゅう麺　一口おにぎり
チンゲン菜浅漬

ワカメと卵スープ　ヘル
シーチキンライス　胡麻プ
リン　白菜漬

鍋焼きうどん　小鉢　ずん
だ餅

和風スパゲティー　南瓜サ
ラダ　梅ゼリー

夕

ご飯　味噌汁　焼き魚(大
根おろし　オレンジ）　肉
じゃがカレー味　香の物
白菜お浸し

ご飯　味噌汁　盛り合わせ
（ささみチーズカツ　生野
菜　苺）　ほうれん草の胡
麻よごし　胡瓜浅漬

ご飯　ビーフカレー　レタス
とトマトのサラダ　福神漬
らっきょ

ご飯　豚汁　盛り合わせ
（厚焼き玉子　粗挽きウイ
ンナー　スパゲティ）　ほう
れん草サラダ　べったら漬

ご飯　味噌汁　鮭のマリネ
ニラのとびっ子和え　沢庵

ご飯　ラーメン汁　味噌お
でん　ホッキサラダ　トマト
ちじみ菜漬　茄子漬

ご飯　味噌汁　つけ焼き
(鱒　甘酢大根　オレンジ）
豆腐の卵とじ　香の物
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朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（蟹玉あんかけ　白
菜とベーコンのソテー　オ
レンジ）　大福豆　大根醤
油漬

ご飯　味噌汁　牛乳　田舎
風炊き合わせ　だし巻き
卵　ほうれん草お浸し　キ
ウイ　苺　白菜丸漬

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（ハムロース　温野菜
キウイ）　ニラレバ炒め
大根粕漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（スペイン風オムレ
ツ　生野菜　バナナ）　白
菜の煮浸し　茎レタス

ご飯　味噌汁　牛乳　湯豆
腐セット　根菜の炒め煮
白菜漬

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（プレーンオムレツ
生野菜　ホッキサラダ）
ごぼうの土佐煮　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　キウイ）　キャベツ
のシーチキン炒め　白菜
浅漬

昼
味噌汁　中華丼　松前漬
紅生姜

焼きたてパン　ベジタブル
スープ　大根と豚ヒレサラ
ダ　飲み物（コーヒー　紅
茶　牛乳）

味噌汁　おにぎりセット
（カレーコロッケ　生野
菜　かまぼこ）　抹茶ゼ

リー　大根味噌漬

雑煮汁　盛り合わせ（ゆか
りご飯　生野菜　チカ天ぷ
ら　ほうれん草ソテー）　梅
漬

和風スープ　ハッシュド
ビーフ　オニオンサラダ
福神漬

なめこおろしそば　盛り合
わせ（あじの生姜醤油焼
き　サラダ菜　ブロッコ
リー）　たこ焼き

きつねうどん　白菜のサバ
水煮炒め　ヨーグルトのフ
ルーツソースかけ

夕

ご飯　水餃子　クリームコ
ロッケ　生野菜　オレンジ
じゅん菜の酢物　赤かぶ
の甘酢漬

ご飯　味噌汁　焼き魚（大
根おろし　ブロッコリー）
麻婆豆腐　沢庵

ピースご飯　盛り合わせ
（豆腐ハンバーグ　人参グ
ラッセ　ブロッコリー　マッ
シュポテト）　春雨サラダ
茄子漬

ご飯　味噌汁　煮魚　ほう
れん草と人参のピーナツ
和え　ミックス漬　クリーム
西瓜

ご飯　味噌汁　天ぷら盛り
合わせ（チカ　ブロッコリー
南瓜　茄子）　白菜の胡麻
和え　胡瓜浅漬

ご飯　味噌汁　タンドリー
チキン　生野菜　トマト　イ
ンゲン香味炒め　胡瓜もろ
み和え

ご飯　味噌汁　ホイル焼
（鱈）　マカロニケチャップ
炒め　大根甘酢漬

28 29 30

朝

ご飯　椎茸とふきの味噌
汁　牛乳　はんぺんチー
ズサンド　ほうれん草の辛
し和え　バナナ　新漬

ご飯　ほうれん草と卵の味
噌汁　牛乳　鯖水煮の山
かけ　キャベツの磯和え
南瓜大根

ご飯　南瓜の味噌汁　キャ
ベツのマフラー煮　納豆
（長ネギ　しらす）　かつお
沢庵

昼
和風スープ　焼きそば　牛
乳ゼリー　紅生姜

焼きたてパン　人参のポ
タージュ　南瓜とマカロニ
サラダ　飲み物（コーヒー・
紅茶・牛乳）

休

夕

ご飯　ワカメと大根の味噌
汁　鶏肉の甘辛ソースか
け　厚あげの炒め煮　白
菜醤油漬

ご飯　味噌汁　手作り焼き
餃子　ラーメンサラダ
べったら漬

ご飯　赤だし味噌汁　お刺
身盛り合わせ　ズイキの
炒め煮　沢庵
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