
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

朝

・目玉焼き・ウイン
ナーとピーマンのお
かか和え・白滝と切
干大根の煮物・ご飯・
味噌汁

・二色ご飯・味噌汁・
ネギと肉の炒め・水
菜とさんま缶のマヨ
ネーズ和え・みがき
鰊の佃煮

・ご飯・味噌汁・鯖の
塩焼き・ひき肉と大根
の煮物・サラダ・ごま
昆布

昼

・さつまいものコロッ
ケ生野菜添え・キノコ
と人参の南蛮風煮・
ホウレンソウのお浸
し

・ご飯・味噌汁・ホッケ
焼き・大根と長芋の
煮物・水菜サラダ

冬の家族会
・ホテルバイキング

夕
・ご飯・餃子スープ・
マーボ茄子・マカロニ
サラダ

・ご飯・味噌汁・春巻
き・キャベツ添え・ミッ
クスベジタブルのソ
テー・豚肉白菜しめじ
の酒蒸し

・ご飯・味噌汁・か
れー煮付け・わかめ
と長芋の梅肉和え・
だし巻き玉子・
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朝

・ご飯・味噌汁・ほっ
け塩焼き・ウインナー
のケチャプ炒め・もや
しのお浸し

・ご飯・味噌汁・サラ
ダ・ホッケみりん焼
き・ねぎとソーセージ
の炒め

・目玉焼き・白滝の醤
油炒め・ツナサラダ・
ご飯・味噌汁

・ご飯・味噌汁・鮭焼
き・里芋と天かまの
煮物・ハムサラダ

・ご飯・味噌汁・ホッケ
焼き・納豆・玉子焼
き・白菜のお浸し

・ご飯・味噌汁・鯖焼
き・ミートボール

・ご飯・味噌汁・鮭焼
き・アスパラとソー
セージサラダ・ナス人
参ピーマンのひき肉
みそ炒め

昼
・煮込みうどん・里芋
の煮物・金時煮豆・
みかん

・筑前煮・白菜のおか
か和え・クリームコ
ロッケ・ハムとキャベ
ツのサラダ

・ご飯・味噌汁・しゃ
ぶしゃぶ・マーボー春
雨・ホーレン草と人参
の白和え

・ご飯・味噌汁・肉
ソース炒め・根さいの
煮付け・さやいんげ
んベーコン炒め

・ご飯・味噌汁・鶏肉
の香味焼き・キャベツ
添え・マカロニサラ
ダ・かぼちゃの煮物

・ご飯・味噌汁・鶏肉
ごぼう人参のマヨ
ネーズ味噌和え・
サーモンサラダ・しめ
じの卵とじ

・ご飯・かけうどん・大
根の煮物・フルーツ

夕

・ご飯・味噌汁/だし
豆腐・バラ肉野菜巻
き・シーチキンサラ
ダ・リンゴ

・マグロ刺身・豚肉と
もやしの香味炒め・
ホウレンソウのなめ
茸和え

・ご飯・味噌汁・鶏大
根・野菜炒め・煮豆

・ご飯・味噌汁・生姜
焼き・チンゲン菜の炒
め・マンゴーフルーツ

・クリームシチュー・フ
キ天カマの生姜風
煮・長芋とカニカマの
酢もの・ご飯

・ご飯・味噌汁・肉
じゃが・山菜炒め・大
根サラダ

・ご飯・シチュー・肉団
子のあますあんかけ
鯖西京漬け・漬物
ヨーグルト

11 12 13 14 15 16 17

朝

・ご飯・味噌汁・鮭の
味噌漬け焼き・マカロ
ニとソーセージサラ
ダ・ブナピーとベーコ
ンと白菜炒め

・ご飯・味噌汁・南瓜
とブロッコリーのサラ
ダ・そいの照り焼き・
小松菜とソーセージ
炒め・リンゴ

・ご飯・味噌汁・筑前
煮・秋鮭塩焼・もずく
酢

・目玉焼き・ウイン
ナー・鶏肉のはさみ
揚げ・昆布佃煮・ご
飯・味噌汁

・ご飯・味噌汁・ホッケ
西京漬け・煮豆・玉子
トーフ・ホウレンソウ
のごま和え

・ご飯・味噌汁・たら
焼き・煮豆・ひじきと
豆腐の煮・白菜のな
め茸和え

・目玉焼き・さんまの
蒲焼き・ミートボール
のスープ・ご飯・味噌
汁

昼

・ご飯・味噌汁・天ぷ
ら盛り合わせ・キャベ
ツとかいわれのサラ
ダ・豚肉の塩焼き

焼きそば・春菊の白
和え・中華スープ・い
なり寿司

・ご飯・味噌汁・マー
ボ豆腐・ふき竹の子
炒め・フルーツ

・ご飯・味噌汁・肉
じゃが・きゅうりの酢
もの・紅サケ焼き

・ご飯・味噌汁・しゃ
ぶしゃぶ・かぼちゃの
煮物・フルーツあえ

・ご飯・味噌汁・春雨
巻き・ポテトサラダ・
筑前煮

・かぼちゃのはさみ
揚げ・きんぴらごぼ
う・しゃぶしゃぶサラ
ダ・ご飯・味噌汁

夕
・カレーライス・ポター
ジュ・シーチキンサラ
ダ・煮豆・みかん

・ご飯・味噌汁・チー
ズハンバーグ・野菜
炒めの中華味あんか
け

・刺身盛り合わせ・ち
らし寿司・きゅうり酢
の物・たら南蛮漬け・
切干大根の煮物・味
噌汁

・ご飯・味噌汁・かぶ
とささげの含め煮・さ
つまいものピーナツ
和え・もやしとにらの
ナムルマンゴー寒天

・ご飯・味噌汁・餃子・
ベーコンとレタスの炒
め・みかん

・ご飯・味噌汁・切干
大根・鶏照り焼き・レ
タスとちくわのサラダ

・ご飯・味噌汁・肉と
玉ねぎの炒め・ピー
マンカニカマのあえも
の・なめ茸大根
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朝

ご飯・味噌汁・鯖西京
漬け・ひじきの五目
煮・玉子豆腐・昆布
佃煮

ご飯・・味噌汁・きの
ことゆばの煮物・か
す漬け・ベーコン入り
スクランブルエッグ・

・ご飯・味噌汁・たら
焼き魚・ホウレンソウ
のなめ茸和え・もやし
炒め

・ご飯・味噌汁・鯖・
マーボーピーマン・南
瓜サラダ

・ご飯・味噌汁・鮭焼
き・さつまいも入り玉
子焼き・かいわれと
ハムのサラダ

ご飯・味噌汁・ホウレ
ンソウのなめ茸ら和
え・ふきのきんぴ・カ
ニ玉

・ご飯・味噌汁・天カ
マ焼き・マーボー豆
腐・長芋サラダ

昼

ミートコロッケ・長芋と
カニカマの酢の物・煮
豆・かやくご飯・味噌
汁

・ご飯・きのこうどん・
ふきの煮物・長芋サ
ラダ

・ご飯・わかめと卵
スープ・おでん・ホー
レン草としいたけの
白和え・チキンナゲッ
ト

・ご飯。味噌汁・切干
大根の煮物・マカロ
ニサラダ・海老フライ

・ご飯・味噌汁・ホー
レン草と人参の白和
え・竹の子とかまぼこ
のしょうが煮・イチゴ

・ナポリタン・ホウレン
ソウと卵のスープ・レ
タスサラダ

・ご飯・えのきと水菜
のスープ・しそ団子・
サーモンと玉ねぎの
マリネ・ささみときゅう
りの胡麻サラダ

夕
・ご飯・味噌汁・餃子・
切干大根・わかめの
和え物・うずら豆

・ご飯・味噌汁・きん
ちゃく煮・かぼちゃ甘
煮・湯豆腐・

・ご飯・味噌汁・鶏の
トマト煮・根采と天か
まの煮物・ポテトサラ
ダ

・大根の揚げ煮・たら
の南蛮漬け風・長芋
ときゅうりの酢の物・
ご飯・味噌汁

・ご飯・味噌汁・南瓜
とあずきの煮物・おで
ん・生ハムサラダ・鶏
肉とキャベツの炒め

・中華丼・味噌汁・春
巻き・もやしサラダ

・クリスマスメニュー
・お寿司セット・筑前
煮・ケーキ
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朝

・ご飯・味噌汁・かま
ぼこ炒め・ささみサラ
ダ・カニ玉・バナナ・
漬物

・ご飯・味噌汁・ハム
エック・うずらとフキの
煮物・煮豆

・ご飯・味噌汁・目玉
焼き・鯖焼き・スパサ
ラダ

ご飯・味噌汁・鮭塩
焼・厚揚げの煮物・ホ
ウレンソウのお浸し・
かまぼこ

・ご飯・味噌汁・鯖の
みりん漬け焼き・さつ
まいものなまハム巻
き・天カマとえのきの
煮物・

・ご飯・味噌汁・だし
巻き玉子・野菜のサ
ラダ・ホッケ焼き

・ご飯・味噌汁・ナス
とピーマンの味噌炒
め・ちくわと野菜の炒
め・ロースハム焼き・
焼き魚

昼

・ご飯・味噌汁・ナス
の揚げ浸し・長芋の
酢もの・白豆の煮物・
鯖の塩焼き

・ご飯・味噌汁・豚肉
とアスパラのバターソ
テー・マーボ豆腐・フ
ルーツ

・ご飯・餃子スープ・
照り焼きチキン・マグ
ロ山かけ・キャベツの
サラダ

・ご飯・味噌汁・揚げ
出し豆腐・ホウレンソ
ウとベーコンのバ
ター炒め・芋の煮っこ
ろがし・みかん

・ご飯・味噌汁・生揚
げとフキの炒め煮・
春雨とエビのマヨ
ネーズ和え・スモーク
サーモンとブロッコ

・ご飯・味噌汁・ホー
レン草と人参の白和
え・チキン南蛮・マー
ボー春雨

・ご飯・年越そば・うま
煮・ゆずの千枚かぶ
漬け

夕

・ご飯・味噌汁・茶碗
蒸し・豚肉とジャガイ
モの胡麻風煮・春雨
とトマトのポン酢和え

・ご飯・味噌汁・うま
煮・豚肉とピーマンの
炒め・水菜サラダ

・カレーライス・なめ
茸の和え・かまぼこ
つけあわせ・コーン
スープ・みかん

・ご飯・味噌汁・ピー
マンの肉詰・サーモ
ンマリネ・千枚漬け

・ご飯・味噌汁・マー
ボ茄子・もやしとえの
き茸の煮物・煮豆

・炊き込みご飯　・味
噌汁　・冷しゃぶ　・鰯
ハンバーグ

・刺身盛り合わせ・茶
碗蒸し・栗きんとん・
黒豆・ご飯
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