
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（はんぺん田楽味
噌　温野菜　オレンジ）
数の子　長芋梅漬

ご飯　味噌汁　牛乳　山
菜の炒め煮　納豆（めか
ぶ　長ネギ）　香の物　柿

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（赤魚　大根おろし　パ
イン　板かま）　ヤーコン
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　野菜ソテー　キュウ
イ）　長芋の梅ちそ和え
香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（大根　人参　天ぷらか
まぼこ　ごぼう味付　いん
げん）　生卵　香の物　バ
ナナ

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（角ハム　生野菜　柿）
帆立と大根の煮物　きゅ
うり粕漬

昼
焼きたてパン　シチュー
小鉢　飲み物（コーヒー
牛乳）

休
にゅう麺　一口おにぎり
（五目ごはん）　一夜漬

スープ　ドライカレー　デ
ザート　香の物

釜あげうどん　盛り合わ
せ（鶏ささみチーズサンド
さつま芋のフライ　ごぼう
甘露煮　レタス）

スパゲティナポリタン　コ
ンソメスープ　野菜サラダ

夕
ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（ヒレカツ　生野菜　トマ
ト）　胡瓜酢物　香の物

ご飯　ほたてカレー　大根
サラダ　福神漬　らっきょ

ご飯　きのこ汁　盛り合わ
せ（ウインナー　大葉　ワ
ンタン　ほうれん草お浸し
オレンジ）　南瓜のそぼろ
煮　香の物

五穀米　味噌汁　さんま
のマリネ風　なめたけ和
え　香の物

ご飯　味噌汁　煮込みお
でん　ホッキサラダ　香の
物

ご飯　味噌汁　つけ焼き
（ふくらぎ　甘酢大根　オ
レンジ）　ほうれん草のご
まよごし　香の物

7 8 9 10 11 12 13

朝

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（かに玉風あんか
け　トマト　生野菜）　ごぼ
う甘露煮　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　炊き合
わせ　だし巻き卵　ほうれん
草のお浸し　たくあん　柿

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（トルコ風オムレツ
生野菜　ごぼう甘煮）　白
菜煮浸し　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（ハムステーキ　生野
菜　果物）　姫竹のきんぴ
ら　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　湯
豆腐セット　帆立と根菜の
煮物　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　トマト）　きんぴら
ごぼう　茎レタス

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（伊東のてんぷら　大
根おろし　りんご）　大根
と昆布の炒め煮　香の物

昼
もちつき大会　　　　お雑
煮汁　（納豆餅　くるみ餅
大根おろし　あん）香の物

焼きたてパン　ベジタブル
スープ　ミルクゼリー　飲
み物（コーヒー　牛乳）

味噌汁　おにぎりセット
（おにぎり　クリームコロッ
ケ　生野菜　香の物）　柿
ヨーグルト和え

だまこ汁　盛り合わせ（ゆ
かりご飯　温野菜　いか
バーグ　果物）　香の物

生姜スープ　ハッシュド
ビーフ　香の物　野菜サ
ラダ

山菜山かけそば　小鉢
香の物

きつねうどん　小鉢　果物

夕
ご飯　番茶　寄せ鍋　　イ
カ納豆　果物ヨーグルト
和え　香の物

ピースご飯　味噌汁　焼
魚（大根おろし）　キャベ
ツの味噌炒め　紅生姜

ご飯　味噌汁　和風ハン
バーグ（人参グラッセ　ブ
ロッコリー　大根おろし）
キャベツサラダ　香の物

清汁　散らし寿司　含め
煮　梅酢和え　宇治抹茶
ケーキ

ご飯　味噌汁　天ぷら盛
り合わせ（キス　茄子　本
シメジ　さつま芋）　白和
え　香の物

　ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（チキン幽庵焼き　生野
菜　オレンジ）　こんにゃく
のたらこ和え　甘酢大根

ご飯　味噌汁　ホイル焼
（鱈）　フライドポテト
キーウィ　スパサラダ　白
菜漬
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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　白菜和えもの　り
んご）　姫竹の炒め物　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　たくあん

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）　たくあ
ん　オレンジ

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（さわら西京　大根おろ
し　りんご）　長芋　香の
物

ご飯　味噌汁　牛乳　盛り
合わせ（シーチキンオム
レツ　生野菜　みかん
キーウィ）　ほうれん草の
胡麻和え　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　煮
物（大根　一口がんも　黒
こん　天ぷらかまぼこ　イ
ンゲン）　温泉卵　小女子
佃煮　たくあん

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物盛り合わせ（鶏炭火焼
温野菜　りんご）　ラワン
ふき炒め煮　香の物

昼
中華スープ　焼きそば
柿ヨーグルト和え　紅生
姜

焼きたてパン　南瓜ポ
タージュ　サラダ　飲み物
（コーヒー　牛乳）

休
かもうどん　ミニ生寿司
香の物

オニオンスープ　カレーピ
ラフ　野菜サラダ　福神漬

味噌汁　焼き鳥丼　小鉢
（ふき　人参　こんにゃく）
たくあん

たらこクリームスパゲティ
生ハムサラダ　抹茶ケー
キ

夕

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（鮭のザンギ風　生野
菜）　厚あげの炒め煮　香
の物

ご飯　ラーメン汁　エビ入
りしゅうまい　中華風サラ
ダ　香の物

ご飯　赤だしみそ汁　お
刺身盛り合わせ　ズイキ
の炒め煮　香の物

ご飯　味噌汁　盛り合わ
せ（えびピカタ焼　生野菜
果物）　五目大豆煮　香
の物

ご飯　清汁　鯖の味噌煮
豚しゃぶサラダ　たくあん

ご飯　味噌汁　豆腐ステーキ
南瓜サラダ　香の物

ご飯　味噌汁　干魚の焼
き物（大根おろし　枝豆）
白菜の中華煮　香の物
煮豆

21 22 23 24 25 26 27

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（ベーコンエッグ
生野菜　パイン）　数の子
コロコロ　かぶ醤油漬

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　果物

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
物（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（きんちゃく　大根　南
瓜　インゲン　味付椎茸）
納豆（モロヘイヤ）　かぶ
一夜漬　果物

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）　ヤー
コンの炒め物　香の物

ご飯　味噌汁　牛乳　野
菜入りオムレツ（生野菜
りんご）　帆立と人参の炒
め物　香の物

昼
ご飯　味噌汁　うな玉
丼　ほうれん草のお浸
し　香の物

焼きたてパン　ミネスト
ローネ　梅ゼリー　飲み
物（コーヒー　牛乳）

鮭雑炊　小さい盛り合わ
せ（クリームコロッケ　生
野菜　焼き鳥串　りんご）
きゅうり粕漬

豚肉ときのこのうどん　巻
き寿司（シーチキン巻き
鮭フレーク）　白菜とちく
わの胡麻和え

きゃべつスープ　北湘南
オムレツ　野菜サラダ　福
神漬　パリッコ漬

かき玉そうめん　焼立て
ピザ　コーヒー

ご飯　スープカレー（芋
鶏もも　茄子　ピーマン
人参）　福神漬　らっきょ
コーヒーゼリー

夕

ご飯　芋のこ汁　かきフ
ライ（生野菜　オレン
ジ）　切干大根の炒め
煮　南瓜のいとこ煮
きゅうり粕漬

ご飯　味噌汁　煮魚　ポテ
トサラダ　香の物

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（南瓜コロッケ　生野菜
トマト）　山菜煮　かぶこう
じ漬

梅の炊き込みご飯　清汁
オードブル（レック　マッ
シュポテト　生春巻き　マ
カロニグラタン　クリスマ
スケーキ　シャンパン

ご飯　味噌汁　豚肉ロー
ス生姜焼き（生野菜　オレ
ンジ）　豆腐の卵とじ　香
の物

ご飯　味噌汁　牛スキ柳
川風　ナムル　香の物

28 29 30 31

朝

ご飯　味噌汁　牛乳
ソーセージと玉葱のソ
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　みかん）　南
蛮味噌　かぶ梅漬

ご飯　味噌汁　牛乳　山
菜の炒め煮　納豆（長ネ
ギ）　香の物　バナナ

ご飯　味噌汁　牛乳　焼き
魚（大根おろし　オレン
ジ）　姫竹のきんぴら　白
菜ときゅうりのこうじ漬

昼
昔風ラーメン　いなり寿司
酢生姜

焼きたてパン　あさりク
リームチャウダー　小鉢
飲み物（コーヒー　牛乳）

休
にゅう麺　一口おにぎ
り　香の物

夕

ご飯　味噌汁　焼き魚（カ
レー　大根おろし　りん
ご）　肉じゃがカレー味
香の物

ご飯　味噌汁　鯖のあ
んかけ　小松菜ごま和
え　香の物

ご飯　ポークカレー　盛
り合わせサラダ　福神
漬　らっきょ

年越しそば　お楽しみ
おかず折　茶碗蒸し
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