
7月1日(水) 7月2日(木) 7月3日(金) 7月4日(土)

バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁 コーヒー

ツナサラダ ハムサラダ 切干大根の煮物（朝用） マンゴープリン

ﾄﾏﾄ ネーブル 味付けのり,たくあん漬け

ご飯 ひじきご飯 ご飯 えびチャ－ハン

和風チキンカツ ちくさ焼き すりみのﾃﾝﾌﾟﾗ じゃが芋のチーズ焼き

冷ややっこ ほうれん草のナムル ブロッコリーのヨーグルト和え 青梗菜とまいたけのスープ

磯香あえ みそ汁(麸､みつば) じゃが芋の含め煮 パイン寒天

吸い物(しめじ) 赤だし、しば漬け

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

赤魚の煮つけ 豚肉のしょうが焼き 豚肉の中華味噌炒め あじのピリから焼き

春雨と豚肉の炒め煮 キャベツの炒め物 ツナときゅうりのバンバンジー かぼちゃの煮物

大豆中華サラダ 切干大根の田舎煮、中華スープ こうや豆腐とこんぶ煮、ワカメス－プ マカロニサラダ、野菜炒め

7月5日(日) 7月6日(月) 7月7日(火) 7月8日(水) 7月9日(木) 7月10日(金) 7月11日(土)

クリ－ム小町 バタ－ロ－ルパン ご飯、みそ汁　 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯、味付けのり　 バタ－ロ－ルパン

野菜と果物のジュース 牛乳 だし巻き卵 コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁 コーヒー

ヨ－グルト チーズサラダ 小松菜のおひたし（朝用） ツナサラダ ハムサラダ ふりかけ ミックスフル－ツ

バナナ 味付けのり、たくあん漬け ﾄﾏﾄ ﾄﾏﾄ 大豆と昆布のうま煮、たくあん漬け ネーブル

ご飯 ご飯 枝豆ごはん おにぎり ご飯 ご飯 ご飯

鮭の味噌マヨネーズ焼き 鶏肉のレモン揚げ 鉄火なす ソースやきそば 煮魚 ポークピカタ かじきの石垣フライ

小松菜ともやしのピリ辛和え パインのサラダ 竹の子サラダ 厚揚げのピリ辛いため 鶏レバ－の炒め煮 ツナときゅうりのバンバンジー ﾄﾏﾄとわかめのサラダ

さつまいものバタ－煮 野菜の玉子とじ炒め たなばたそうめん汁 ワカメス－プ 夏野菜のゴマ和え 野菜の炊き合わせ なすのチーズ焼き

みそ汁(油揚げ､玉葱) 豆乳入り味噌汁 メロン 赤だし みそ汁(豆腐､なめこ) みそ汁(ﾄﾛﾛ昆布､ﾈｷﾞ)

他人丼 ご飯、きゃべつのゴマ酢和え ご飯、七夕ゼリー ご飯、みそ汁(なす､ﾐﾖｳｶﾞ) ご飯、レタスと玉子のスープ ご飯、昆布豆 ご飯、冷ややっこ

大根と油揚げのごま酢サラダ さばの生姜焼き ﾁｷﾝﾄﾏﾄシチュー さわらのムニエル 酢豚 さば塩焼き ピーマン肉詰め

豆腐ス－プ さやいんげんの油炒め ブロッコリーのヨーグルト和え 豆腐とｱｽﾊﾟﾗのｵｲｽﾀｰ玉子炒め じゃこのナムル ブロッコリーのおかか和え 野菜ソテ－

ひじきの炒め煮 ほうれん草のココット ポテトサラダ かぼちゃの甘煮 ごぼうのサラダ じゃが芋のうま煮

7月12日(日) 7月13日(月) 7月14日(火) 7月15日(水) 7月16日(木) 7月17日(金) 7月18日(土)

クリ－ム小町 バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

野菜と果物のジュース 牛乳 みそ汁、漬物 コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁、たくあん漬け ミルクココア

ヨ－グルト チーズサラダ オクラとおかかの和え物（朝用） ツナサラダ ハムサラダ 鶏肉のきんぴら（朝用） バナナ

バナナ ﾄﾏﾄ 味付けのり キウイ－フル－ツ ﾄﾏﾄ 味付けのり

ご飯 ご飯 ご飯 五目チャ－ハン ご飯 ご飯 ご飯

たらのタルタルソ－スかけ 夏野菜のかきあげ さばの竜田揚げ 梅しそぎょうざ かれいの煮つけ ハンバ－グ カリントまぐろ

五目ひじき 豆腐のカリカリじゃこサラダ スパゲッティサラダ キャベツの中華和え じゃが芋のチーズ焼き ツナじゃが かぼちゃのそぼろ煮

小松菜胡麻和え いんげんのきんぴら がんもどきの野菜あん あんみつ なすとピ－マンソテ－ なすの田舎煮 ほうれん草とコーンの和え物

みそ汁(麸､ねぎ) みそ汁(ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ､ﾜｶﾒ) かき玉汁 春雨ｽｰﾌﾟ 海草サラダ 赤だし みそ汁(豆腐､なめこ)

きゃべつのまぜごはん ご飯、そうめん汁 ご飯、みそ汁(麸､みつば) ご飯、みそ汁(豆腐､ﾐﾖｳｶﾞ) ご飯、みそ汁(ﾄﾛﾛ昆布､ﾈｷﾞ) ご飯、カルピス寒天 ご飯、カニ玉

鶏肉の梅肉焼き さわらの西京焼き 肉じゃが 鶏肉とアスパラの柚子胡椒焼き 豚肉の七味焼き 魚のマリネ 豚肉とｷｬﾍﾞﾂのｳｽﾀｰｿｰｽ炒め

きゅうりもみ ほうれん草のナムル ちくさ焼き 鶏レバ－のピリ辛ソテー ｷﾕｳﾘとｶﾆｶﾏﾎﾞｺ酢の物 もやしのカレ－炒め 大豆の五目煮

かき玉汁 野菜の玉子とじ炒め 胡瓜の胡麻和え いんげんのピーナッツ和え 大豆の五目煮 野菜の炊き合わせ 清汁(麸)

7月19日(日) 7月20日(月) 7月21日(火) 7月22日(水) 7月23日(木) 7月24日(金) 7月25日(土)

デニッシュバター バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

フルーツミックスジュース 牛乳 みそ汁、佃煮昆布 コーヒー牛乳 牛乳 みそ汁、佃煮昆布 コーヒー

ヨ－グルト チーズサラダ だし巻き卵 ツナサラダ ハムサラダ うの花煮 マンゴープリン

小松菜のおひたし（朝用） ﾄﾏﾄ ふりかけ

ご飯 ご飯 ご飯 青紫蘇とじゃこご飯 小松菜ごはん ご飯 ご飯

たらのタルタルソ－スかけ 鶏肉とまいたけの天ぷら 鮭のホイル焼き 冷やし中華 さば塩焼き あじの南蛮漬け 麻婆豆腐

里芋の煮物 豆腐のカリカリじゃこサラダ スパゲッティサラダ カニシュ－マイ なすとピ－マンソテ－ じゃが芋の含め煮 大学かぼちゃ

きゅうりワカメのキムチ和え いんげんのきんぴら がんもどきの野菜あん 杏仁豆腐 赤だし ワカメのレモン醤油和 もやしの酢の物

みそ汁(麸､ねぎ) みそ汁(キャベツ） みそ汁(豆腐､なめこ) にら卵ス－プ すいか

ハヤシライス ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 おまぜ

シーチキンのドレッシング和え さわらの西京焼き 肉じゃが ぶりの梅肉ソテー 豚肉の七味焼き いりどり、味噌汁小松菜あげ 鶏肉の梅肉焼き

卵豆腐 青菜の炒め煮 しらすの卵とじ にらレバー炒め しらたきと油揚げ炒煮 なすのチーズ焼き みょうがの甘酢和え

バナナ 切干大根の田舎煮 胡瓜の胡麻和え 小松菜ともやしのピリ辛和え ｷﾕｳﾘとｶﾆｶﾏﾎﾞｺ酢の物 いんげんのピーナッツ和え 清汁(とろろ昆布)

7月26日(日) 7月27日(月) 7月28日(火) 7月29日(水) 7月30日(木) 7月31日(金)

デニッシュチョコ バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン

りんごストレートジュース 牛乳 みそ汁 コーヒー牛乳 牛乳 牛乳

ヨ－グルト チーズサラダ じゃが芋と鶏そぼろ煮（朝） ツナサラダ ハムサラダ チーズサラダ

バナナ ネーブル ふりかけ、佃煮昆布 ﾄﾏﾄ ﾄﾏﾄ

ご飯 ご飯 ちんげん菜飯 ご飯 小松菜ごはん [Ａ]チャ－ハン、醤油ラーメン

なすの中華煮 鶏のカレー風味から揚げ 野菜ソテ－ ビーンズボール さば塩焼き [Ｂ]炊き込み御飯、きつねうどん

切り干し大根のピリ辛サラダ ペペロチーノ 焼ぎょうざ 切干大根の煮物 厚揚げの煮物 [共]レタスの醤油ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え

みそ汁(玉葱､板ふ) 小松菜の胡麻和え 玉子の中華風スープ 胡瓜とみょうがの甘酢和え みそ汁(ﾄﾛﾛ昆布､ﾈｷﾞ) [共]フル－ツヨ－グルト

豆腐とえのきの生姜汁 みそ汁(玉葱､板ふ) フル－ツヨ－グルト

親子丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

キャベツの胡麻和え 鮭のちゃんちゃん焼き ぶりの梅肉ソテー さわらの西京焼き すきやき風煮 鶏レバ－のピリ辛ソテー

清汁(豆腐) 夏野菜のゴマ和え ｿｰｾｰｼﾞと小松菜のｵｲｽﾀｰ炒め 大根とツナの煮物 野菜のみぞれ和え 冬瓜と肉団子のスープ

しば漬け 金時豆、みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ､ﾈｷﾞ) グリーンサラダ、赤だし 豆腐炒め、小松菜胡麻和え 粉ふき芋 枝豆のおろし和え
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