
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・蒸し鶏・さ
んまの蒲焼・ブロッコリー
とゆで卵のサラダ・煮豆・
小町巻・牛乳

ご飯・味噌汁・焼銀鮭・
ミートオムレツ・ピーマン
とソーセージの炒め物・
茄子の大葉味噌炒め・バ
ナナ・牛乳

ご飯・味噌汁・ソーセージ
の玉子とじ・じゃが芋と竹
輪の煮物・スパゲティー
サラダ・ミートボール・紅
じゃこ・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と人参
と白滝と揚げの煮物・青
梗菜とメンマと舞茸の炒
め物・肉団子のうずら包
み・甘口紫蘇味噌・牛乳

ご飯・すり身汁・玉子焼
き・焼鮭・昆布の佃煮・梅
干・じゃこの佃煮

昼  

ご飯・すり身汁・エビチリ・
さつま芋甘煮・かすべの
から揚げ・生ハムと水菜
と胡瓜のサラダ

ご飯・味噌汁・白菜と豚
ロースのはさみ蒸し・里
芋の２色胡麻和え・さつ
ま芋入りマカロニサラダ・
フルーツヨーグルト

松花堂弁当（鶏の甘酢か
ら揚げ・白身魚のフライ・
うま煮・茄子の揚げ浸し・
竹輪の白和え・玉子焼・
なま酢・漬物）・吸い物

牛丼・豚汁・うどとワカメ
の酢味噌和え・うどの皮
と人参のきんぴら・赤か
ぶの漬物

炒飯・味噌汁・油淋鶏・ひ
じきと大豆の煮物・トマト
と玉子の炒め物・フルー
チェ

夕  

ご飯・味噌汁・煮豆・ジン
ギスカン・南瓜甘煮・ふき
と蕨の煮付・あんず甘漬・
ほうれん草の胡麻和え

ご飯・味噌汁・鱒のホイル
焼・カニカマ・昆布の佃
煮・揚げだし豆腐

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
煮豆・ホタテの甘煮・セロ
リと白菜と豆腐のサラダ

ご飯・味噌汁・焼宗八・ニ
ラときのことベーコンの玉
子とじ・肉じゃが・南瓜煮

ご飯・味噌汁・糠さんま焼
き・ニラとふの玉子とじ・
じゃが芋とひき肉の炒め
物
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朝

ご飯・味噌汁・ﾁｰｽﾞ入ｽｸ
ﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・ほうれん草と
ハムの和え物・目抜きの
甘味噌・粗びきウイン
ナー・ヨーグルト・牛乳

ご飯・なめこ汁・大根と豆
腐と揚げの煮物・肉じゃ
が・煮豆・昆布巻き・納
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・玉子焼き・
南瓜コロッケ・春菊の白
和え・ピーマンとソーセー
ジの炒め物・じゃこの佃
煮・牛乳

ご飯・味噌汁・大根と干し
いたけと揚げの煮物・ほ
うれん草とベジタブルと
ベーコンの玉子とじ・伊達
巻・ヨーグルト・牛乳

ご飯・味噌汁・焼ほっけ・
芋煮・梅干・みかん入り
胡瓜の酢の物・だし巻き
玉子・バナナと梨・牛乳

ご飯・味噌汁・焼メヌキ・
ほうれん草のなめ茸和
え・かに玉・小魚の佃煮・
きのこのバター炒め

ご飯・味噌汁・大根と揚げ
と豚肉の煮物・きんぴら
ごぼう・南瓜煮・焼魚・牛
乳

昼

ご飯・味噌汁・ヒレ焼・茄
子とピーマンの味噌煮・
じゃが芋のいんげん煮・
もずく酢・サラダ

ご飯・味噌汁・あんかけ
餃子・肉じゃが・セロリの
醤油漬・たらこ・焼タラ

ご飯・豚汁・鮭ホイル焼・
天ぷら（芋・茄子・山芋）・
煮豆・漬物・オレンジ

炒飯・味噌汁・鶏肉と野
菜の甘酢あんかけ・ヤー
コンとひき肉のきんぴら・
ほうれん草とハムの炒め
物

カレーライス・スープ・き
のこのおろし和え・グリル
チキンのせシーザーサラ
ダ・バナナヨーグルト

ご飯・味噌汁・焼サバ・ハ
ムマヨサラダフライ・野菜
サラダ・玉子豆腐

ご飯・味噌汁・黒豆・メン
チカツ（キャベツ添）・かす
べの煮付（竹の子付）・
ベーコンエッグ・トマトのド
レッシング和え

夕

ご飯・味噌汁・帆立のか
き揚げ・白菜の胡麻和
え・焼ほっけ・あんずの酢
漬け・南瓜の甘煮あんか
け・かぶと天かまの煮物

ご飯・味噌汁・ホイコー
ロー・ふきとたけのこと蕨
の煮物・菜花の胡麻和
え・サーモンと水菜のサ
ラダ

ご飯・味噌汁・から揚げ・
マカロニサラダ（プルーン
入）・お好み焼・玉子豆腐

ご飯・ラーメン汁・肉じゃ
が・漬物・煮豆・トマトの
甘漬・オムレツ風中華あ
んかけ・ニラの玉子とじ・
バナナ

ご飯・ニラ玉汁・焼つぼ
鯛・ふきと茄子と天ぷら
の煮物・南瓜煮・冷奴・小
魚の佃煮

おにぎり・味噌汁・長芋の
天ぷら・蕨と竹の子と天カ
マの煮物・茄子と長ネギ
の味噌炒め・なま酢

ご飯・味噌汁・焼紅鮭・
コーンバター・白菜のな
め茸和え・ニラの玉子とじ
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朝
ご飯・味噌汁・玉子焼・天
カマとさつま芋の煮物・カ
ニカマ・みかん

ご飯・味噌汁・オムレツ・
ペンネアラビアータ・いん
げんのピーナッツ和え・
焼鮭・牛蒡サラダ

ご飯・味噌汁・厚揚げとは
んぺんと天かまの煮物・
ミートボール・ミニコロッ
ケ・煮豆・苺・牛乳

ご飯・味噌汁・ミートオム
レツ・ホタテのねぎ塩炒
め・焼サバ・南瓜煮・納
豆・牛乳

ご飯・味噌汁・きんぴらご
ぼう・焼紅鮭・かぶとさつ
ま芋の煮物・ブロッコリー
のベーコン炒め・牛乳

ご飯・味噌汁・チーズ入り
スクランブルエッグ・小松
菜と竹輪の煮物・照焼き
チキン・昆布巻・牛乳

ご飯・味噌汁・かぶと揚げ
の煮物・肉じゃが・納豆・
ミックスフルーツ・牛乳

昼

カレーライス・ワカメスー
プ・南瓜の甘煮・煮豆・
らっきょ・フルーツ入フ
ルーチェ

ご飯・味噌汁・コロッケ・
シーチキンと胡瓜の和え
物・切干大根の煮物・肉
団子とピーマンと人参の
炒め物

海鮮丼・すり身汁・里芋と
鶏肉の煮物・胡瓜のト
ビッコ和え・煮豆・漬物

ご飯・味噌汁・ホッケフラ
イ・大根の玉子とじ・水菜
とササ身の和え物・フ
ルーツカクテル

ご飯・豚汁・かき揚げ・里
芋と大根と鶏肉の煮物・
煮豆・漬物・フルーツヨー
グルト

栗ご飯・山菜うどん・チキ
ンナゲット・ゴマ豆腐ポン
酢たれ・漬物・杏仁豆腐・
みかん

ご飯・味噌汁・エビチリ・
和風きのこスパゲティ・切
干大根の煮物・胡瓜とも
ずく酢の和え物

夕

ご飯・味噌汁・コロッケ・
大根と豚肉の煮物・にし
んの切り込み・煮豆・トマ
トとツナの和え物

ご飯・味噌汁・黒ガレイの
煮付け・温キャベツと
サーモンのポン酢和え・
たらこスパ

ご飯・味噌汁・茄子と天ぷ
らときのこの煮物・ほうれ
ん草とベーコンのバター
炒め・昆布巻き・佃煮・フ
ルーツヨーグルト

ご飯・味噌汁・大根と厚揚
げとさつま芋の煮物・焼
宗八・湯豆腐・あんず甘
漬

ご飯・味噌汁・ピーマンの
肉詰め・きのこの中華炒
め・長芋の紫蘇和え・カニ
カマ

ご飯・なめこ汁・南瓜のそ
ぼろ煮・豚野菜炒め・焼
ほっけ・牛蒡サラダ

ご飯・味噌汁・ほうれん草
ときのこの玉子とじ・メン
チカツ・麻婆豆腐・ラーメ
ンサラダ・蕨とふきと天カ
マの煮物
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朝
ご飯・味噌汁・茄子と小松
菜の味噌炒め・焼魚・南
瓜煮・煮豆・牛乳・桃

ご飯・味噌汁・小松菜の
玉子とじ・鯖とキャベツの
炒め物・天カマと竹輪とさ
つま芋の煮物・ウイン
ナー・フルーツみつ豆・牛
乳

ご飯・味噌汁・おふくろ
煮・もやしとピーマンと
ベーコンの玉子とじ・さつ
ま芋・トマトの砂糖漬け・
牛乳

御飯・味噌汁・チーズ入
スクランブルエッグ・マカ
ロニとツナのケチャップ炒
め・焼売・さつま芋煮・苺・
牛乳

御飯・味噌汁・玉子焼き・
鯖の生姜煮・コロッケ・お
くら納豆・茄子とベーコン
の炒め物・牛乳

御飯・味噌汁・大根と
豆腐のベーコン煮・豚
のキャベツ炒め・納豆・
牛乳

御飯・味噌汁・ごぼうと白
滝の鶏挽肉煮・アスパラ
と椎茸のベーコン炒め・
オクラ納豆・バナナ・牛乳

昼

ご飯・味噌汁・肉巻き大
根の竜田揚げ・ポテトサ
ラダ・ミックスベジタブル・
パイナップル

おにぎり・味噌汁・焼魚・
南瓜のそぼろあんかけ・
筑前煮

御飯・味噌汁・煮込みハ
ンバーグ・生野菜サラダ・
ふきとごぼうのひじき煮

チキンカレー・ポトフ風
スープ・大根サラダ・りん
ごヨーグルト・福神漬・数
の子

御飯・味噌汁・焼つぼ鯛・
卵入とろろ芋・ニラの竹輪
和え・里芋の天かま煮・
オレンジ

御飯・シチュー・マカロ
ニサラダ・煮豆・フルー
ツヨーグルト

御飯・すり身汁・春巻・春
菊の胡麻和え・天かまと
なるととふきの煮物・卵豆
腐・フルーツみつ豆

夕

ご飯・味噌汁・牛肉と牛蒡
の時雨煮・生揚げときの
このあんかけ煮・焼ほっ
け・煮豆・バナナヨーグル
ト

ご飯・すり身汁・焼売・大
豆サラダ・チンジャオロー
ス・うどの酢味噌和え・ゴ
マ豆腐

御飯・スープ餃子・鯖の
おろし煮・卵とホウレン草
の炒め物・切干大根

御飯・豚汁・銀がれいの
みりん焼・ササミと胡瓜の
中華和え・南瓜のそぼろ
あんかけ煮・ほうれん草
と油揚げの煮浸し

御飯・味噌汁・芋煮・豚ジ
ンギスカンの野菜炒め・
かぶとしめじの煮物

御飯・味噌汁・焼鮭・サー
モンサラダ・きのこと水菜
の玉子とじ・はんぺんと
竹輪と筍の煮物

御飯・味噌汁・焼ほっけ・
鶏団子煮・しいたけのバ
ター焼
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朝

御飯・味噌汁・チーズ入
スクランブルエッグ・天か
ま・煮豆・茄子とピーマン
の味噌炒め・ほうれん草
とツナの和え物・牛乳

御飯・味噌汁・海老の玉
子とじ・切干大根・茄子と
ピーマンのカレー炒め・
鶏肉と里芋の煮物・バナ
ナ・牛乳

ご飯・味噌汁・山菜の煮
物・玉子焼・焼ベーコン・
さつま芋甘露煮・牛乳

ご飯・味噌汁・パスタの
チーズケチャップ炒め・ふ
きと竹輪の煮物・南瓜コ
ロッケ・ほうれん草と玉子
の炒め物・牛乳

ご飯・味噌汁・もやしの玉
子とじ・鶏肉と大根の煮
物・ベーコンとアスパラの
炒め物・茄子の味噌炒
め・パイナップル・牛乳

　 　

昼

オムライス・味噌汁・生ハ
ムと玉葱とレタスのサラ
ダ・きんぴらごぼう・卵豆
腐

御飯・味噌汁・つぼ鯛の
塩焼き・コロッケ・肉団子
とピーマンと玉ねぎの炒
め物・菜の花ときのこの
おろし和え

シーフードカレー・中華サ
ラダ・春雨サラダ・茄子の
揚げ浸し・苺とみかんの
フルーツヨーグルト

混ぜご飯・ワカメスープ・
おくらのとろろ和え・野菜
たっぷり中華あんかけ・フ
ルーツポンチ

ご飯・味噌汁・かすべの
煮付け・芋とアスパラのカ
レー炒め・胡瓜のカリカリ
梅和え・茄子とピーマン
の味噌炒め

　 　

夕

御飯・味噌汁・豆腐ハン
バーグ・菜の花のピー
ナッツ和え・子和え・煮
豆・生揚げときのこのあ
んかけ煮

ご飯・なめこ汁・煮豆・山
菜と根菜の煮しめ・豚の
キャベツ炒め・南瓜煮そ
ぼろあんかけ

ご飯・味噌汁・玉子豆腐・
餃子・にらの卵とじ・長芋
のなめ茸和え・海老とブ
ロッコリーの牛蒡炒め

ご飯・味噌汁・カレーコ
ロッケ・南瓜とひき肉のあ
んかけ煮・肉じゃが・菜の
花の胡麻和え

ご飯・すり身汁・鶏もも
焼・生サラダ・ホタテと長
ネギの酢味噌和え・苺
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