
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 7

朝

・ご飯・みそ汁・卵焼
き・ロールキャベツ・
刺身こんにゃく・さん
ま蒲焼き

・ご飯・みそ汁・大根
煮物・春雨サラダ・煮
豆

・ご飯・みそ汁・豚角
煮・煮たまご・ぜんま
いいり煮・温やさいの
マヨネーズ

・ご飯・みそ汁いり
卵・焼き魚・漬物・フ
ルーツ

・ご飯・みそ汁・鮭照
り焼き・ほうれん草と
舞茸炒め・にらと人参
のカラ味噌炒め

・ご飯・みそ汁・サバ・
卵焼き・ペンネとナス
のチーズ炒め・ヨーグ
ルトパイン

・ご飯・みそ汁・納豆・
野菜の卵とじ・キュウ
リの和えもの・フルー
ツヨーグルト

昼

・ご飯・みそ汁・卵焼
き・ロールキャベツ・
刺身こんにゃく・さん
ま蒲焼き・夕張メロン

誕生日メニュー・ちら
し寿司・天ぷらそば・
茶わん蒸し・温そー
めん

・ナポリタン・かぼちゃ
サラダ・ポタージュ・フ
ルーツヨーグルト

・ご飯・みそ汁・豚肉
の甘辛煮・タンスモー
ク・厚あげとササゲの
胡麻風煮・スイカ

・ご飯・みそ汁・野沢
菜ざんまい・油林鶏・
トマト・フルーツ

・冷やしラーメン・ひじ
きの炒め煮・フルーツ
ポンチ・とうもろこし

・彩ひやむぎ・ふきと
きのこの和えもの・
きゅうりとカニカマの
酢の物

夕

・ご飯・オニオンスー
プ・若鶏の照り焼き・
牛たんサラダ・ほうれ
ん草」とカニカマのに
こごり

・ひじきご飯・みそ汁・
きゅうりと酢たこ酢
物・かすぺ煮付・ふき
金平

・白身魚のあんかけ・
ご飯・みそ汁・バンバ
ンジー・ナスとチンゲ
ン菜のみそ炒め

・ご飯・みそ汁・酢豚・
モヤシにらのナムル・
ブロッコリーとアスパ
ラのミモザサラダ

・ご飯・みそ汁・いか
リング・白身魚のフラ
イ・卵とうふ・水菜ド
レッシング

・ご飯・ポタージュ・ハ
ンバーグ・グラッセ・
温野菜・トマト

・ご飯・みそ汁・手つく
りコロッケ・野菜添え・
イカサラダ・佃煮

8 9 10 11 12 13 14

朝
・ご飯・みそ汁・たこ
のカルパッチョ・白身
魚・アスパラ肉巻き

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・シー
フード炒め・ジァーマ
ンポテト

・ご飯・みそ汁・塩
ほっけ・モヤシとじ・
ボイルソーセイジとア
スパラ

・ご飯・みそ汁・ほう
れん草の卵焼き・キ
ムチ・アスパラとベー
コン炒め・お浸し

・ご飯・みそ汁・鮭・
ミートボール・もずく
酢・野菜サラダ

・ご飯・みそ汁・ピー
マン肉詰め・にら卵・
漬物・モモ

・ご飯・みそ汁・ハム
エッグ・ポテトサラダ・
ブロッコリーのピーナ
ツ炒め・トマト

昼

・カレーライス・舞茸
スープ・ほうれん草な
めたけ和え・モモヨー
グルト

・パエリア・みそ汁・水
菜とキムチのサラダ・
たくあん・杏仁豆腐

・冷やしうどん・高野
豆腐と厚揚げ竹の子
の含め煮・メロン・さく
らんぼ・きゅうりの麹
漬け

・2色丼・みそ汁・豆腐
のエビあんかけ・ソー
セージとポテトのサラ
ダ・漬物

・山菜おろしそば・い
なり寿司・南瓜煮・ひ
じき入り煮・漬物おか
か和え

・彩冷やしラーメン・
切干大根の煮物・
キュウリ酢のもの・ナ
シさくらんぼ

・エビフライカレー・み
そ汁・サラダ盛り合わ
せ

夕

・ご飯・みそ汁・豚生
姜焼き・きゅうりとツ
ナのポン酢和え・洋
なしフルーツ

・ご飯・みそ汁・玉葱
串カツ・おくらベーコ
ン天あんかけ・棒棒
鶏サラダ・ところてん

・ご飯・お吸い物・煮
込みハンバーグ・ボ
イルキャベツ・チンゲ
ン菜と人参の味噌炒
め

・ご飯・みそ汁・かす
べ煮・酢のもの・厚揚
げ田楽

・ご飯・みそ汁・ほっ
けフライ・野菜添え・
肉ジャが・白菜ナメタ
ケ和え

・ご飯・みそ汁・チキ
ン南蛮・マカロニサラ
ダ・ふきと里芋の煮
物

・ご飯・みそ汁・豚しゃ
ぶ野菜添え・うに海
鮮・ナスの煮物・漬物

15 16 17 18 19 20 21

朝
・ご飯・みそ汁・ウイン
ナーと野菜の炒め・
ハムキュウリ和え

・ご飯・目玉焼き・ハ
ム・松前漬け・ひじき
と豆サラダ

・ご飯・みそ汁・鮭味
醂焼き・大学芋・モヤ
シ炒め・ﾏﾝｺﾞｰフルー
チェ

・ご飯・みそ汁・目玉
焼き・天カマと揚げの
煮物・漬物

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・かんろ煮・ポ
テトサラダ・煮豆

・ご飯・みそ汁・豚しゃ
ぶ・白菜のお浸し・つ
ぶ雲丹の和え物・
ホーレンソウと卵炒
め

・ご飯・みそ汁・焼き
魚・とろろ芋・ふきの
煮物・ヨーグルトバナ
ナ

昼
・ご飯・ポトフ・ところ
天・ホッキサラダ・トウ
キビ

・ちらし寿司・みそ汁・
ベーコンと大根の煮
物・牛蒡サラダ・冷水
トマト

・親子丼・みそ汁・大
根の煮物・ところ天

・ご飯・みそ汁・サバ
味噌煮・アスパラの
ベーコン炒め・水菜と
ハムのマヨネーズ和
え・水餃子

・ご飯・みそ汁・生姜
焼き・ふきのきんぴ
ら・キュウリ酢のもの

・ご飯・みそ汁・鶏ス
ペアリブの煮物・漬
物・水菜からし和え・
ウインナーロール炒
め

・ウインナーカレー・
みそ汁・金平ゴボウ・
ミカン

夕

・ご飯・みそ汁・鶏肉
にソースあんかけ・揚
げだし豆腐・長芋酢
のもの

・ご飯・みそ汁・ほう
れん草なめたけ和
え・カブの中華あん
かけ・長芋胡麻サラ
ダ

・ご飯・みそ汁・サン
マの梅煮・キュウリと
ワカメも酢のもの・春
巻きとレタスアスパラ
のサラダフルーツ

・ご飯・すり身汁・エビ
ちり・ささげとちくわぶ
の煮物・春雨ポン酢
和え

・ご飯・みそ汁・サイコ
ロステーキ・大根の
やわらか煮・シーチ
キンサラダ・

・ご飯・みそ汁・ジン
ギスカン・ほうれん草
のお浸し・牛蒡サラ
ダ・ハムトマト

・ご飯・つみれ汁・ク
リームコロッケ・キャ
ベツ添え・肉じゃが・
天カマ炒め煮

22 23 24 25 26 27 28

朝
ご飯・みそ汁・いか刺
し・サーモン刺し・筑
前煮・野菜サラダ

・ご飯・みそ汁・ほっけ焼
き・卵焼き・煮豆・漬物

・ご飯・みそ汁・豚と
玉葱の味噌炒め・マ
カロニサラダ・煮豆・ト
マト

・ご飯・みそ汁・ミート
ボール・ポテトサラ
ダ・目玉焼き

・ご飯・みそ汁・サバ
西京焼き・キュウリと
ツナのサラダ・小松
菜と油揚げの煮びた
し

・ご飯・みそ汁・スクラ
ンブルエッグ・ゆず春
雨・水菜とシーチキン
サラダ

・ご飯・みそ汁・鰊菜
の花漬け・卵とうふ・
納豆・サラダ

昼
・冷やしラーメンごま風味・
揚げだし豆腐・ﾏﾝｺﾞｰ入り
ヨーグルト

ご飯・そーめん入り
スープ・肉じゃが・
きゅうり酢の物・きん
ぴらごぼう・パインさく
らんぼ

・ご飯・ジャガイモ
スープ・サイコロス
テーキ・餃子春巻き・
野菜添え

・ご飯・みそ汁・豚
チーズ焼き・キャベ
ツ・トマト・筑前煮・朝
漬け

・冷やし天ざるうど
ん・温泉卵・かぼちゃ
クリームサラダ

・冷やし中華・酢豚風
肉ロール・ふきときの
この和え物・ぶどう

・カレーライス・ところ
天・ポテトサラダ・卵
スープ

夕

・ご飯・みそ汁・いか
大根・ブロッコリー・か
ぼちゃサラダ・しらす
おろし

・ご飯・みそ汁・チャン
チャンホイル焼き・さ
さげとちくわのサラ
ダ・ほうれん草お浸し

・ご飯・みそ汁・カツ
丼風煮・南瓜煮・金
平ゴボウ・リンゴさくら
んぼ

・ご飯・すり身汁・ほっ
け焼き・素揚げなす・
ホイコーロー・ホッキ
サラダ

・かやくご飯・みそ汁・
フライドチキン・ロー
ルキャベツ・ささぎと
天カマの炒め

・ご飯・みそ汁・ごぼう
サラダ・メンチカツ卵
とじ・漬物

・ご飯・みそ汁・焼き
魚・きゅうりと長芋の
酢の物・さつまいもと
ささげのの物

29 30 31

朝

・ご飯・みそ汁・たら
西京漬け・きゅうりと
魚肉ソセージのサラ
ダ・ふきと鶏肉の煮
物

・ご飯・みそ汁・ナスと
ウインナーの炒め・
金平ごぼう・サバ味
噌煮・えのきポン酢
和え

・ご飯・みそ汁・おで
ん・焼き鮭・ほうれん
そうナメタケ和え・
ほっきサラダ

昼

・二色冷やしそーめ
ん/ゆばときのこの煮
物・ミモザ風マカロニ
サラダ・長芋の酢の
物・フルーチェ

・ご飯・みそ汁・さつま
いもと舞茸の天ぷら・
ほうれんそうお浸し・
卵とうふ・白桃

・ご飯・みそ汁・肉じゃ
が・ブロッコリーとき
のこの白和え・カルボ
ナーラ風スパサラダ

夕
・五目ちらし・つみれ
汁・鶏からあげ・野菜
サラダ

・ご飯・中華スープ・
焼きうどん・棒棒鶏・
松前漬け

ご飯・みそ汁・ところ
天・酢豚・うにくらげ・
漬物
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