
6月1日(水) 6月2日(木) 6月3日(金) 6月4日(土)

バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

プルーン鉄分のむヨーグルトオフ 牛乳 ミニオムレツ コーヒー牛乳

ﾎﾟﾃﾄサラダ ｺｰﾝサラダ みそ汁 チーズサラダ

漬物

ご飯 ご飯 梅しそごはん ワカメ御飯

チンジャオロース 豚肉の冷しゃぶ 焼きそば 豚肉と玉ねぎのしょうが炒め

切干ときゅうりの胡麻和え かぼちゃのマッシュサラダ 温泉卵 アスパラとコーン白和えサラダ

中華コーンスープ キャベツの春雨炒め みそ汁(豆腐､なめこ) 昆布とえのきだけとツナの卵とじ

大豆もやしスープ 吸い物(花麸)

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

あじの塩焼き 五目卵焼き 鶏肉のホイル焼き 魚のあんかけ

ほうれん草ともやしナムル 玉ねぎとカニカマの胡麻ダレサラ 胡瓜とみょうがの甘酢和え 豆サラダ

ツナじゃが インゲンとさつまあげの煮もの 里芋とイカの煮物 じゃが芋とにんにくの茎の炒め物

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

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

フルーツヨ－グルト 牛乳 ジャーマンポテト プルーン鉄分のむヨーグルトオフ 牛乳 だし巻き卵 コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ハムサラダ みそ汁 マカロニサラダ ツナサラダ みそ汁 ｺｰﾝサラダ

漬物 漬物

ご飯 ご飯 マーボー丼 ご飯 バタ－ロ－ルパン ご飯 ご飯

鮭の照り焼き ぶりの梅風味照り焼き えびシュ－マイ たらザンギ スパゲッティ ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ エリンギハンバーグ 千草焼き

小松菜のおひたし きゃべつとコーンの和え物 ワンタンス－プ 枝豆さらだ フレンチサラダ 菜果サラダ マカロニサラダ

だし巻き卵 ひじきとツナの甘辛煮 ﾏﾝｺﾞｰﾌﾟﾘﾝ ポトフ アスパラとシメジのスープ 粉ふきいも なすとピーマンのみそ炒め

みそ汁(味噌汁の華） みそ汁(油揚げ､わかめ) コーヒーゼリー コーンスープ みそ汁(ﾄﾛﾛ昆布､ﾈｷﾞ)

他人丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ブロッコリ－の胡麻辛子和え ソーメンチャンプルー かじきのチーズパン粉焼き 筑前煮 鶏肉の甘酢炒め しいらの蒲焼き 豚肉のしょうが焼き

チョコウエハース なます 三色浸し ちんげんさいの梅昆布和え 桜えびの和え物 豆腐とわかめの和え物 卵豆腐

はんぺんの卵とじ 鶏レバ－の甘辛煮 ちゃんぷる－ 高野豆腐の卵とじ煮 大根とツナの煮物 大豆の昆布煮

6月12日(日) 6月13日(月) 6月14日(火) 6月15日(水) 6月16日(木) 6月17日(金) 6月18日(土)

バタ－ロ－ルパン スイートﾎﾟﾃﾄ小町 ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

フルーツヨ－グルト 牛乳 ミートボール プルーン鉄分のむヨーグルトオフ 牛乳 ツナオムレツ コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り チーズサラダ みそ汁 スパサラダ ハムサラダ みそ汁 ツナサラダ

漬物 漬物

ご飯 ご飯 [Ａ]ざるそば ｼｰﾌｰﾄﾞｶﾚｰ ご飯 しらす丼 ご飯

ぶりの塩焼き ツナ玉の甘酢ケチャップソース [Ｂ]ざるうどん ほうれん草サラダ 肉コロッケ 味付けとり団子 鮭の味噌マヨネーズ焼き

やわらかごぼうサラダ 焼肉サラダ [共]かき揚げ ヨ－グルト和え オクラとツナの和え物 ツナときゅうりのバンバンジー イカとオクラの納豆和え

肉じゃが みょうがオクラ春雨スープ [共]レタスと温泉卵のシーザーサラダ エビとブロッコリ－の甘酢和え 赤だし がんもどきの野菜あん

みそ汁(味噌汁の華） [共]抹茶ババロア 豆乳入り味噌汁 みそ汁(なす､ﾐﾖｳｶﾞ)

牛丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

こんにゃくの白和え 魚のあんかけ さばのみそ煮 豚肉とごぼうの卵とじ チキンのチーズ焼き 魚の蒲焼き すきやき風煮

ヘム鉄入り飲料ミルクココア 切り干し大根の五目サラダ ゴマネーズ和え トマトサラダ 千切りサラダ とりささ身の和え物 ナムル

青梗菜の炒め物 高野豆腐の煮物 小松菜とエリンギのごま炒め 金時豆 三色きんぴら 厚揚げの卵とじ

6月19日(日) 6月20日(月) 6月21日(火) 6月22日(水) 6月23日(木) 6月24日(金) 6月25日(土)

バタ－ロ－ルパン デニッシュオレンジヨーグルト ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

フルーツヨ－グルト 牛乳 コンビオムレツ プルーン鉄分のむヨーグルトオフ 牛乳 ジャーマンポテト コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ｺｰﾝサラダ みそ汁 ﾎﾟﾃﾄサラダ チーズサラダ みそ汁 ハムサラダ

漬物 漬物

ご飯 ご飯 ハヤシライス ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

かじきのしょうが焼き さわらのムニエル アスパラガスのサラダ 茄子のグラタン 冷やし中華 プルコギ 牛肉とごぼうの玉子とじ

マカロニサラダ れんこんのしゃきしゃき酢 パインゼリー レタスサラダ カニシュ－マイ 胡瓜とみょうがの甘酢和え オクラとえのきのおかかマヨ和え

枝豆そぼろ 厚揚げとキャベツの味噌炒め 野菜スープ 中華スープ チーズ入りスクランブルエッグ もやしのナポリタン

みそ汁(味噌汁の華） もやしスープ まいたけとわかめのスープ ワカメス－プ

中華丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

パンプキンサラダ ひき肉とトマト、春雨の甘辛炒め 魚のあんかけ セロリと豚肉の炒め物 とうもろこしと豆腐のとろみ炒め ぶりの塩焼き かつおのしょうが焼き

鉄分入り玉子せんべい ちくわの味噌ﾏﾖﾈｰｽﾞ和 ブロッコリ－のﾏﾖﾈｰｽﾞ ブロッコリーサラダ２ セロリと胡瓜の酢の物 カリフラワ－のマリネ なます

きのこクリーム煮 ｿｰｾｰｼﾞと小松菜のｵｲｽﾀｰ炒め 福袋煮 にらレバー炒め ごまみそごぼう かぼちゃの甘煮

6月26日(日) 6月27日(月) 6月28日(火) 6月29日(水) 6月30日(木)

バタ－ロ－ルパン クリ－ム小町 ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン

フルーツヨ－グルト 牛乳 ミニオムレツ プルーン鉄分のむヨーグルトオフ 牛乳

野菜ジュース鉄分入り ツナサラダ みそ汁 マカロニサラダ ｺｰﾝサラダ

漬物

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 梅風味の菜飯

さばの塩麹焼き 鶏肉の照り焼き サーモンフライ　梅マヨかけ 牛肉と野菜炒め サラダうどん

こんにゃくの白和え トマトときゅうりのごま和え いんげんとにんじんのナムル 大根のさっぱりサラダ 冬瓜と厚揚げの煮物

そぼろあんかけ大根 野菜炒めカレ－風味 厚揚げのそぼろあんかけ シラスのかき玉汁 杏仁豆腐

みそ汁(味噌汁の華） みそ汁(なめこ､ねぎ) みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ､ﾈｷﾞ)

アスパラと油あげの玉子丼ぶり ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ひじきとれんこんのサラダ かじきのソテー粒マスタードソース カニ玉 さわらの西京焼き いわしの塩焼き

ベビーチーズ鉄分入り なすの塩昆布和え 春雨の中華風酢の物 なすのサラダ 切干ときゅうりの胡麻和え

里芋の田舎煮 焼ぎょうざ 玉子とピーマン、ハムの炒め物 ちんげんさいの豆乳煮
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