
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1日 2日 3日

朝

ご飯・味噌汁（白菜　椎茸　揚げ）・
牛乳・煮物（ミニ春雨巾着　里芋
人参　いんげん　本シメジ　天ぷ
ら）・生卵・香の物（キャベツ）・えん
どう豆甘煮

ご飯・味噌汁（豆腐　わかめ）・牛
乳・盛合わせ（ミートボール　トマト
ケチャップ　生野菜　アスパラ缶）・
めかぶとろろ（長芋　めかぶ）・香の
物（胡瓜のみょうが漬け）

ご飯・味噌汁（大根・人参・油揚
げ）・焼き魚（ホッケ　大根おろし　ト
マト）・南瓜のベーコン炒め（南瓜・
ベーコン・バター・玉葱）・香の物
（ミョウガの漬物）

昼

スープ（ワカメ・メンマ・長アねぎ）・
きのこチャーハン（コンソメ　本シメ
ジ・舞茸・卵・本シメジ　玉葱　人
参・ピーマン　にんにく）・サラダ（玉
葱　パプリカ　レタス・白菜）・香の
物（紅しょうが）

かき揚げそば（干しそば・たれ・生
姜・長葱・人参・玉葱・ほうれん草・
板かま・南瓜・）・三色酢の物（赤菊
の花・黄菊の花・オホーツク）・デ
ザート（ミルクくず餅・ずんだのせ）・
香の物（胡瓜パン粉漬け）

スープ（舞茸・レタス）・梅スパエッ
ティー（スパゲティー・シーチキン・
牛乳・刻みのり・大葉）・サラダ（エ
リンギ・玉葱・トマト・生ハム・マヨ
ネーズ・ドレッシング）・デザート
（キャラメルプリン）

夕

ご飯・ラーメン汁（ラーメン・長葱・
スープ）・鯖の味噌煮（鯖・みそ・揚
げ茄子・生姜ト）・豚シャブサラダ
（豚シャブ肉・レタス・新玉葱・海藻
サラダ）・香の物（カブ一夜漬け）・
ほうれん草と甘栗のとろとろ和え

ご飯・八杯汁（絹豆腐・長葱・生椎
茸）・おでんカレー味（大根　手羽先
茹で卵　こんやく　人参　めんみ・カ
レールー）・マカロニサラダ（胡瓜
レタス・ツイストマカロニ）・香の物
（キャベツの醤油漬け）

ご飯・味噌汁（ミョウガ・すり身・ズッ
キーニ）・魚の漬け焼き（魚　大根
おろし　オレンジ）・里芋とコンニャ
クのそぼろ煮（里芋　とりひき肉
いんげん　でん粉・コンニャク）・香
の物（キャベツ漬け）・青梗菜と豚
バラ炒め

４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

朝

ご飯・みそ汁・牛乳・かに玉あん
かけ（卵　かにむき身　かに玉
の素　生野菜　オレンジ）・ふき
の炒め煮（ふき　黒こんにゃく
焼きちくわ）・香の物（胡瓜）

ご飯・みそ汁（豆腐・揚げ・とろろ昆
布）・牛乳・はんぺんピカタ焼き（は
んぺん　小麦粉　パセリー　卵　生
野菜・くだもの）・和風ナムル（春
雨・にんじん・小松菜・味付き椎
茸）・香の物（白菜漬け）

ご飯・みそ汁（とりごぼう　水菜　豆
腐）・牛乳・トルコ風オムレツ（フライ
ドポテト　玉葱　ベーコン　卵　レタ
ス　生野菜）・煮浸し（白菜　花かつ
お）・香の物・なめこ和え

ご飯・みそ汁（大根　人参　ネギ）・
牛乳・焼き物（角ハム　温野菜　ア
スパラ　ブロッコリー　人参）・豚レ
バーかりんとう揚げ（豚レバー　玉
葱　にら　生姜　白滝　人参）・香の
物（胡瓜漬け）

ご飯・みそ汁（大根・みつぱ・人
参）・牛乳・湯豆腐セット（豆腐　白
菜　昆布　長ネギ　生椎茸　生姜）・
とりごぼう（人参　いんげん）・香の
物（キャベツの漬物）

ご飯・味噌汁（南瓜　なす　ワカメ）・
牛乳　・チーズ入りオムレツ（玉子
生野菜　くだもの）・切干大根炒め
煮（切り干し大根・人参・天ぷら））・
昆布佃煮・香の物

ご飯・味噌汁（大根　人参　ほうれ
ん草）・牛乳・伊東の天ぷら野菜入
り（大根おろし　オレンジ）・コンニャ
クのかか煮（鰹節・生姜　こんにゃ
く）・香の物

昼

スープ・あんかけ焼きそば（むき
海老・豚バラ肉・人参・もやし・に
ら・キャベツ・イカ）・柿・リンゴ・
香の物（紅しょうが）

焼きたてパン（南瓜パン　バターパ
ン・コロッケサンソ・２色チーズパ
ン）・ベジタブルスープ（ミックスＶ
玉葱　キャベツの芯　芋　にんにく・
ベーコン）・サラダ（大根・エビ・バジ
ル）・コーヒー

みそ汁（白菜　焼き豆腐）・おにぎり
セット（しそみそ　梅　ズッキーニ炒
め煮・ミニトマト・オクラ肉巻き春巻
き）・デザート（南瓜茶巾）・香の物
（一夜漬け）

雑煮汁（長葱・油揚げ・大根・人参・
ごぼう・鶏肉・もち）・ゆかりご飯盛
合わせ（ゆかり　舞茸・ピーマン・レ
タス・フライ）・香の物（キャベツ漬
け）

スープ（ベーコン・ハンペン・牛バラ
肉・玉葱　糸寒天　）・ハヤシライス
（牛ばら肉　玉葱　ルー　竹の子
ハヤシルー　人参）・サラダ（ハム・
胡瓜・アスパラ・レタス）・香の物
（福神漬け　らっきょ）

トン汁きし麺（きしめん・大根・油揚
げ・豚バラ・人参・長葱・ほうれん
草）・ダイス炒め（カラーピーマン・
ズッキーニ・ベーコン・ニンニク）・香
の物（胡瓜漬）・南瓜あんみつ（南
瓜・あん）

ミルク粥（番茶・牛乳・　塩）・盛り合
わせ（鮭ザンギ・トマト・レタス）・煮
物（大根・ふき・人参・南瓜・焼き豆
腐・生麩）・香の物（細切りたくあ
ん・野菜漬け）

夕

ご飯･みそ汁・マリネ風（さんま・
生野菜・タルタルソース・茹で
卵・玉葱・水菜）・とびっこ和え
（ほうれん草・胡瓜・とびっこ・ナ
ルト）・香の物（カツオ沢庵）

ご飯・みそ汁（ワカメ　芋　ネギ）・焼
き魚（鮭　大根おろし）・マーボー茄
子（揚げ茄子　豚ひき肉　にんにく
長ネギ　甜麺醤　ごま油）・香の物
（キャベツ醤油漬け）・卵豆腐

ご飯・コーンスープ（コーン・レタ
ス）・和風ハンバーグ（合いびき肉・
玉葱・大根おろし・うまポン・しし唐・
から揚げ）・春雨サラダ（春雨　ロー
スハム　もやし）・香の物（胡瓜）・ト
マトゼリー

ご飯・みそ汁（白菜・シメジ・ねぎ）・
煮魚（魚　生姜　コンニャク）・ポテト
サラダ（芋　玉葱　胡瓜　ロースハ
ム　マヨネーズ　レタス）・香の物
（キャベツ漬け）

ご飯・芋の子汁（油揚げ・人参・鶏
肉・大根・里芋　ネギ）・盛合わせ
（南瓜コロッケ・生野菜・トマト）・ご
ま和え（すりごま　人参・生野菜・ト
マト）・香の物（胡瓜からし漬け）・胡
麻和え（キャベツ・焼きちくわ・すり
ごま）

ご飯　・味噌汁（なめこ・大根・大根
葉）・とりみそヨーグルト（鶏肉・み
そ・ヨーグルト　生野菜　トマト）・い
んげんの炒め煮（いんげん　人参
本シメジ）・甘露梅・香の物（瓜の漬
物）

ご飯・かき玉汁（でん粉　ネギ　玉
子）・さばホイルチャンチャン焼（鮭
キャベツ　ピーマン　玉葱・生椎茸
味噌・長葱・バター）・豆腐の卵とじ
そ（豆腐　バラベーコン・卵・ほうれ
ん草・コンソメ　本しめじ　人参）・大
根細切り身欠きにしん味･香の物
（紅しょうが）

１１日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日

朝

ご飯・味噌汁（ネギ　南瓜・ワカメ）・
牛乳・はんぺんのチーズサンド（は
んぺん　カットチーズ　生野菜　オ
レンジ）・三色金平（人参・ごぼう・
ピーマン・醤油・砂糖・醤油）・香の
物（キムチ）・昆布の佃煮

ご飯・味噌汁（はんぺん　人参　地
のり）・牛乳・鯖水煮の山かけ（長
芋　卵黄　醤油）・ほうれん草の磯
和え（ほうれん草・人参・佃煮）・香
の物・煮豆

ご飯・味噌汁（ほうれん草・玉葱・
卵）・牛乳・キャベツのマフラー煮
（人参・てんぷら・キャベツ・ひじき
本しめじ　青葉）・納豆（しらす　長
葱）・くだもの（バナナ・柿）・香の物
（新漬け）

ご飯・味噌汁（かぶの茎　地のり）・
牛乳・焼き魚（魚　大根おろし　トマ
ト）・高野豆腐の卵とじ（カット高野
豆腐　人参　味付き椎茸　いんげん
卵）・数の子松前

ご飯・味噌汁（南瓜　花麩　ミツ
葉）・牛乳・プレーンオムレツ（卵
生野菜　トマト　生クリーム）　・大
豆とひじきの炒め煮（茹で大豆　い
んげん　にんじん　ごぼう　ひじき
とり肉）・香の物（白菜酢漬け）

ご飯・味噌汁（豆腐　ふのり
ネギ）・牛乳・煮物（京がんも
大根　こんにゃく　本シメジ
地ふき）・温泉卵・香の物（胡
瓜の味噌漬け）・南瓜のミル
ク煮・塩から

ご飯　・味噌汁（豆腐　ごぼう　大根
葉）・牛乳・焼き鳥盛り合わせ（炭火
焼鳥　キャベツ・人参・ブロッコ
リー・トマト）・レンコン炒め煮（レン
コン・ちくわ・シーチキン・いんげ
ん）・香の物（味噌漬け）・もずく酢

朝

塩ラーメン（スープ　豚ガラ・焼き
豚・メンマ・白菜　ラーメン　もやし
豆乳　人参　長葱）・赤飯（もち米・
甘納豆）・香の物（甘酢生姜）

焼きたてパン（オニオンぱん・南瓜
パン・練乳パン・お米ロール玉子サ
ンド・ハム＆玉子）・南瓜のポター
ジュ（南瓜・玉葱　牛乳　生クリー
ム・粉パセリー・クラッカー）・サラダ
（胡瓜・レタス・ツナ）・コーヒー・紅
茶

休
・スープカレー（とり肉　揚げ茄子
南瓜　玉葱　ゆで卵　人参）・ご飯・
サラダ（生ハム　キャベツ）・香の物

スープ（玉葱　肉団子・ピーマ
ン）・炊き込みピラフ（玉葱　ベー
コン　ミックスＶコンソメ　バ
ター）・サラダ（生ハム　胡瓜　レ
タス　大根）・福神漬・デザート
（苺プリン・イチゴジャム）

五目そば（ゆで卵・板かま・ワカメ・
鶏肉・干しそば）・酢の物（ラディッ
シュ・もづく・カニかま）・デザート
（オレンジゼリー）

スープ（生姜　野菜　ミックスＶ）・
ミートソーススパゲッティー（玉葱
ピーマン・たらこソース・生クリー
ム・オリーブオイル・ニンニク・パス
タ）・サラダ（リンゴ・マヨネーズ・ブ
ロッコリーすりごま）

夕

ご飯・みそ汁（焼き豆腐・庄内麩・
ねぎ）・ジンギスカン（ラム肉・豚ス
ライス・玉葱・ピーマン・人参・キャ
ベツ・たれ）・フルーツヨーグルト
（バナナ・フルーツ缶・ヨーグルト）・
香の物・お浸し（ほうれん草・花か
つお）

ご飯・中華スープ（わかめ　メンマ
春雨）・手作り餃子（餃子の皮・ひき
肉・白菜・にら・調味料）・中華サラ
ダ（中華クラゲ　胡瓜　人参　もや
し）・香の物

ご飯・赤だし味噌汁（なめこ　絹豆
腐　万能ねぎ）・お刺身盛り合わせ
（ひらめ・ホタテ・いか　えび　大根
ケン　大葉）・ズイキの炒め煮（人
参　生揚げ　こんにゃく　青葉）・め
かぶの茎・もずくさんしょうの茎

ご飯・味噌汁（ちじみ菜　すり身）・
とりササ野菜ロール（とりササミ　豚
ロース・生野菜　青のり　生野菜　ト
マト）・奴豆腐（大根おろし　なめた
け）・香の物（きゃべつ醤油漬け）

ほたてご飯（ほたて・大揚げ・人参・
白滝・味付き椎茸）・八杯汁（豆腐・
生椎茸・みつぱ）・盛合せ（厚焼き
玉子・ほうれん草のお浸し・とりか
ら揚げおろしのせ）・酢味噌和え
（胡瓜・イカ・酢みそ）・香の物（キャ
ベツしょう油漬け）

ご飯・味噌汁（なめこ・ほうれん草・
のり）・ぎせい豆腐（豆腐・えのきだ
け・万能ねぎ・えのき・大根おろし・
にら・ごぼう）・コールスローサラダ
（キャベツ　新玉葱　りんご　コーツ
スロー）・香の物

ご飯・味噌汁（小松菜　あげ　はん
ぺん）・干魚（干魚　甘酢大根　菊
海苔　ウインナー）・高野豆腐の含
め煮（高野豆腐・人参　本しめじ
いんげん）・香の物（なす　たくあ
ん）

１８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

朝

ご飯・みそ汁（豆腐・ほうれん草・と
ろろ・長葱）・牛乳・さんま蒲焼盛合
せ（さんま缶・レタス・ベーコン　焼
ちくわ　カーネルコーン・玉葱）・とろ
ろ芋（花かつお）・香の物・南瓜甘
煮

ご飯・みそ汁（豆腐　油揚げ・玉
葱）・牛乳・ベーコンエック（ベーコ
ン・生野菜　くだもの）・春雨サラダ
（春雨・ソーセージ・玉子・胡瓜）・香
の物（白菜の漬物）・おから

ご飯・みそ汁（大根・シメジ・長葱）・
牛乳・野菜のソテー（豚バラ肉・い
か・キャベツ・本しめじ　人参　もや
し・玉葱・ピーマン）・卵豆腐くず煮
（卵豆腐・味付き椎茸　オホーツク・
みつぱ）・香の物（胡瓜のパン粉漬
け）・松前漬け

ご飯・みそ汁（キャベツ・揚げ・南
瓜）・牛乳・焼き魚（鰆の西京漬け
大根おろし　キュウイ）・ひじきの炒
め煮（ひじき・油揚げ・味付き椎
茸）・香の物（浅漬け）・白菜のお浸
し（胡瓜からし漬け）

ご飯・みそ汁（白菜・のり・ほうれん
草）・牛乳・煮物（椎茸･がんも・大
根・人参・ロールキャベツ・いんげ
ん）・納豆オクラ入り（長ネギ・オク
ラ）・大根おろし（なめたけ）・香の
物（キャベツの浅漬け）・なめこ佃
煮

ご飯・みそ汁（椎茸　豆腐　長葱）・
牛乳・伊東のてんぷら（角天　大根
おろし　トマト）・いんげんとササミ
の和え物（鶏ささみ・いんげん・人
参・すりごま）・香の物

ご飯・みそ汁（大根・大根葉・天ぷ
ら）・牛乳・ひじき入りオムレツ（卵・
ひじき炒め煮・生クリーム・生野菜
トマト）・さつま芋と根野菜の煮物
（さつま芋・大根・いんげん・人参・
たれ）・香の物

昼

ご飯・みそ汁（大根・のり・ねぎ）・う
な丼（ウナギの蒲焼・玉葱・竹の
子・生椎茸・みつぱ・卵・もみのり）・
お浸し（白菜・花カツオ）・香の物
（カツオ沢庵）・くだもの（キュウイ）

焼き立てパン（フランスサンドポテ
ト・チェダーチーズ・練乳パン・レー
ズン＆バターハムサンド）・ミネスト
ローネ（にんにく・芋・キャベツ・人
参・トマト水煮缶・ベーコン・ローリ
エ）・デザート（やわらか杏仁豆
腐）・コヒー・紅茶

鮭雑炊（鮭・ごぼう・竹の子・みつ
ぱ・椎茸・みつぱ・玉子・だし汁）・
小さい盛合わせ（カニクリームコ
ロッケ・生野菜）・デザート（杏仁豆
腐・キュウイソースかけ）・香の物
（たくあん）

豚肉ときのこうどん（豚バラ肉・舞
茸・長葱･椎茸　ほうれん草）・ミニ
寿し（しめ鯖・とびっこ・胡瓜）・お浸
し（白菜）・香の物（キャベツ漬け）

スープ（大根　ごぼう　長葱）・北湘
南オムレツ（鶏肉・玉葱・ピーマン・
人参・オムレツソース・生クリー
ム）・サラダ（海藻・胡瓜・白菜）・福
神漬け

鍋焼きみうどん（うどん　だし汁　味
付きキツネ　大根　ほうれん草　な
ると　長葱）・さつま芋の甘煮（さつ
ま芋・焼き鳥・みりん・薄口しょう
ゆ）・デザート（柿・ばなな・ヨーグル
ト））

スープ（コーン・南瓜団子・ほうれん
草）・焼立てパン（ロイヤルミルク・
明太ちくわドーナツ・カフェモカ・デ
ニッシュスクエア・マリーチーズ）・
サラダ（人参・ツナ缶・チーズ）・
コーヒー・紅茶

夕

五穀米入りご飯・豚汁（豚肉　ごぼ
う　コンニャク　人参・ごぼう　豆腐・
芋　長葱）・盛合わせ（花裂きイカ
焼売・生野菜・トマト）・ピーナツ和
え（ほうれん草　人参・ピーナツ）・
香の物（みそ漬け）・ブロッコリーと
シラス和え物

ご飯・みそ汁（エリンギ・豆腐・ね
ぎ）・煮魚（昆布・生姜・大根・コン
ニャク）・スパゲティーサラダ（スパ
ゲティー・玉葱・サラミ・マヨネーズ
ゆで卵　胡瓜）・香の物（甘酢漬
け）・絹豆腐松前漬け

ご飯・みそ汁（すり身・豆腐・みつ
ぱ）・とう板焼き（コロコロステーキ・
鮭・玉葱　エリンギ　南瓜･もやし･
ピーマン・ごまだし）・ナムル（ほう
れん草・鶏ささみ・胡瓜・いか人
参）・香の物（浅漬け）・なめこ和え
（野沢菜・昆布・長芋）

ご飯・みそ汁（大根・椎茸・ねぎ）・
天ぷら盛合わせ（尾付き海老・茄
子・南瓜・オクラ・大根おろし・本シ
メジ・天つゆ）・白和え（豆腐・ほう
れん草・柿）・香の物（浅漬け）

ご飯・みそ汁（エリンゲ　南瓜）・豚
ロース生姜焼き（豚ロース・たれ・
生姜・生野菜・りんご）・ビーフンの
炒め煮（長葱・人参・長葱・ひき肉・
豆腐・玉子）・香の物・ほうれん草と
ちくわの胡麻和え（ほうれん草・ちく
わ・ごま）

ご飯・みそ汁（南瓜・ワカメ・大根
葉）・焼き魚（鮭・粉・油・大根おろし
プチ・トマト）・炒り豆腐（豆腐・ごぼ
う・人参・肉・きくらげ）・香の物
（キャベツと胡瓜の漬け）・ズッキー
ニ炒め煮

ご飯・みそ汁（人参・油揚げ　大
根）・さんま丼（さんま・ほうれん草・
白滝）・ほっきサラダ（ほっきサラ
ダ・胡瓜・玉葱）・うに数の子と玉葱
の和え物（ウニ数の子・玉葱）

２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

朝

お粥・みそ汁・牛乳・焼き魚（一塩
鯖　大根おろし　パイン）・いんげん
の炒め物（いんげん・人参　焼きち
くわ）・香の物

ご飯・みそ汁（大根・椎茸・ミョウ
ガ）・牛乳・炊き合わせ（筑前煮・人
参・里芋・いんげん）・だし巻き卵と
お浸し（卵　大根おろし　トマト）・香
の物（一夜漬け）・花豆

ご飯・みそ汁（ほうれん草・玉葱・あ
げ）・牛乳・山菜の炒め煮（山菜水
天ぷら　黒コンニャク　焼きちくわ・
人参）・納豆（花かつお・しらす　長
ネギ）・香の物（キャベツ漬け）・煮
豆

ご飯・みそ汁（ふき・油揚げ）・牛
乳・焼き魚（魚・大根おろし・トマ
ト）・春雨とピーマンの炒め煮（緑豆
春雨・ピーマン・人参・ひき肉）・香
の物（胡瓜漬け）・塩から

ご飯・味噌汁（小松菜・人参・南瓜
団子）・牛乳・煮物（ミニ春雨巾着
里芋　人参　いんげん　本シメジ
天ぷら）・生卵・香の物（大根）・わさ
び昆布・くだもの

ご飯・味噌汁（豆腐　わかめ）・牛
乳・盛合わせ（ミートボール　トマト
ケチャップ　生野菜　アスパラ缶）・
めかぶとろろ（長芋　めかぶ）・香の
物

ご飯・味噌汁（大根・人参・長葱）・
焼き魚（鮭・　大根おろし　トマト）・
細切り野菜炒め（大根の皮・焼きち
くわ・コンニャク・大根葉・人参・ご
ぼう・）・香の物（胡瓜のゆず漬）・り
んご

昼

わんこそば（干しそば・春菊・長芋・
長葱）・カレードリア（ニンニク・ご
飯・カレールー・チーズ・粉パセ
リー・オリーブオイル）・サラダ風酢
の物（紫玉葱・いか・胡瓜・レタス・
カラーピーマン）・香の物（キャベツ
切り漬け）・トマトゼリー

サンドウイッチ（ゆで卵　ポテト　胡
瓜　玉葱　ハム　チーズカット　菓子
パン）・あさりカレーシチュー（あさ
り・芋・人参・玉ねぎ・キャベツ・牛
乳・お粥・コンソメ）・ヨーグルト和え
（バナナ・ヨーグルト・柿・キュウ
イ）・コーヒー・紅茶

休み

にゅう麺（そうめん　竹の子　本シメ
ジ　生椎茸　板かま）・一口おにぎ
り（ふじっこ・おかか・梅）・デザート
（抹茶ゼリー・小豆・生クリーム）・
香の物（紅しょうが）

スープ（ウインナー・キャベツ）・鮭
チャーハン（コンソメ・鮭・　玉葱　人
参・ピーマン　にんにく・玉子）・サラ
ダ（大根・人参・シーチキン・胡瓜）・
香の物（紅しょうが　らっきょ）

釜揚げうどん（さむきうどん・たれ・
生姜・長葱）・小さい盛り合わせ（南
瓜フライ・南瓜・チーズ・レーズン・
ハンペン）・もってのほか酢の物（ホ
ワイトアスパラ・トマト）デザート（ス
イートポテト）・さつまうっとりバター
（さつま芋・バター）

スープ（野菜スープ・エリンギ・ね
ぎ）・キノコスパエッティー（スパゲ
ティー・舞茸・シメジ・えのき・刻み
のり・大葉）・サラダ（大根・胡瓜・
ミョウガ）・デザート（ももゼリー・
キュウイ）

グランデージ北湘南 『安心ハウス』　平成　２７年　10月　献立表



夕

ご飯・番茶・寄せ鍋（・スープ・タラ
フィーレ・・豚肉・むき海老・焼き豆
腐・板かま・白菜・春菊・長葱・本シ
メジ）・含め煮（南瓜・高野豆腐・大
根・生麩・椎茸・ブロッコリー・人
参）・納豆和え（ひき割り納豆・イ
カ・三つパ）・もってのほか煮びた
し・香の物（紅しょうが）

わかめご飯（いなきび）・みそ汁（ブ
ナピー　しめじ　きゃべつ）・焼き魚
（一塩ほっけ・オレンジ　大根おろ
し）・肉じゃが（豚カタロース　芋　玉
葱　人参　白滝　生姜）・香の物（た
くあん）・大根とオホーツクの梅肉
和え

海老フライカレー（小槻海老・小麦
粉・パン粉・豚肉・　芋　玉葱　人参
にんにく　カレールー）・盛合わせ
（レタス　胡瓜　アスパラ缶・トマト
ゆで卵　トマト）･香の物（福伸漬
け・らっきょ）

ご飯・そば汁（椎茸・大根・みつ
ぱ）・豚ロースポテト巻き（小麦粉・
玉子・パン粉・豚ロース肉・ポテト・
チーズ　生野菜　・トマト）・なめたけ
和え（ほうれん草・なめこ・胡瓜・オ
ホーツク）・香の物（カツオ沢庵）・
卵豆腐とトマトイタリアンドレッシン
グ

ご飯・そば汁（椎茸・大根・みつ
ぱ）・鯖の味噌煮（鯖・みそ・揚げ茄
子・生姜ト）・豚シャブサラダ（豚
シャブ肉・レタス・新玉葱・海藻サラ
ダ）・香の物（白菜の醤油漬け）・豚
ひき肉と野菜の炒め煮

ご飯・みそ汁（エリンギ・焼き豆腐・
大根葉）・みそおでん（大根　手羽
先　茹で卵　こんやく　人参　はん
ぺん・みそ）・南瓜サラダ（胡瓜　レ
タス・玉葱・南瓜）・香の物（一夜図
漬け）・長芋ともずく酢

ご飯・味噌汁（さつま芋　長葱）・魚
の漬け焼き（鮭味付き　大根おろし
Ｇフルーツ）・里芋とコンニャクのそ
ぼろ煮（里芋　とりひき肉　いんげ
ん　でん粉・コンニャク）・香の物
（胡瓜）・キャベツのあっさり和え


