
7月1日(金) 7月2日(土)

ご飯 バタ－ロ－ルパン

ジャーマンポテト コーヒー牛乳

みそ汁、漬物 チーズサラダ

ご飯 ご飯

梅ごま鶏唐揚げ 鶏肉と里芋の炒め煮

グリーンサラダ 切り干し大根の五目サラダ

かぼちゃの小倉煮 中華コーンスープ

みそ汁(わかめ､ねぎ)

ご飯 ご飯

たらのレモン蒸し さばのおろし煮

もやしのナムル 小松菜の菜種和え

絹さやと鶏ささみの玉子とじ たまねぎの炒め物

7月3日(日) 7月4日(月) 7月5日(火) 7月6日(水) 7月7日(木) 7月8日(金) 7月9日(土)

バタ－ロ－ルパン いちご小町 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 ミニにら玉 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄ 牛乳 ツナオムレツ コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ハムサラダ みそ汁、漬物 スパサラダ ツナサラダ みそ汁、漬物 ｺｰﾝサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 梅しそごはん ご飯 ご飯

かじきのしょうが焼き 夏野菜のオムレツ 鮭とじゃが芋のマヨ焼き 目玉焼きハンバーグ 七夕そうめん 八宝菜 あじミンチの磯部焼き

きゃべつのサラダ コールスローサラダ ゴーヤの塩昆布和え ｵｸﾗとえのきのおかかﾏﾖ和え しいたけと鶏肉のさっぱり照り煮 青じそ餃子 イカとオクラの納豆和え

豚大根のクリームシチュー オニオンコンソメスープ 切干大根の味噌しょうが煮 ミネストローネ 枝豆とひじきのサラダ 杏仁豆腐 昆布とえのきだけとツナの卵とじ

すまし汁（きのこ） 七夕ゼリー みそ汁(ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ､ｼｲﾀｹ)

親子丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ゆでなすのナムル しいらのパン粉焼き 豚肉とごぼうの卵とじ 鶏肉の塩焼き ぶりとニラの甘辛炒め さばのみそ煮 春雨と豚肉の炒め煮

漬物 大根と油揚げのごま酢サラダ トマトのみぞれ和え 大根サラダ 胡瓜とハムの酢の物 ひじきサラダ 三色浸し２

チョコウエハース じゃが芋の煮物 ﾆﾝﾆｸの茎入もやし炒め 高野豆腐とレタス炒め煮 ふんわり玉子あんかけ 豆腐と梅おかかチャンプルー お豆腐シューマイ

7月10日(日) 7月11日(月) 7月12日(火) 7月13日(水) 7月14日(木) 7月15日(金) 7月16日(土)

バタ－ロ－ルパン デニッシュカスタード 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 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄ 牛乳 だし巻き卵 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、漬物 ﾎﾟﾃﾄサラダ ハムサラダ みそ汁、漬物 ツナサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 [共]おにぎり ご飯 タコライス ご飯

鮭の塩焼き タラのカルシウム焼き カレイのから揚げ [Ａ]揚げタコ焼き 焼きそば ニンジンシリシリ 鮭のピザ風焼き

豆腐のカリカリじゃこサラダ ほうれん草とえのきの胡麻和え カリフラワ－のマリネ [Ｂ]お好み焼き 海草サラダ ソーキ汁風 りんごサラダ

里芋とイカの煮物 がんもどきの野菜あん 冬瓜と厚揚げの煮物 [共]チキンのカレースープ ミニにら玉 サーターアンダギー なすとむきえびの炒め物

みそ汁(にら､ねぎ) みそ汁(そうめん、ねぎ) 赤だし [共]すいか みそ汁(ｼﾞﾔｶﾞｲﾓ､ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ) 豆乳入り味噌汁

まいたけとネギの牛丼 炒め卵チャーハン（エビ入り） ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ｷﾕｳﾘとｶﾆｶﾏﾎﾞｺ酢の物 蒸しシュ－マイ とり肉の甘辛煮 さばとなすのみそ煮 いわしの蒲焼き 赤魚の煮つけ 鶏肉のマリネ

鉄分入り玉子せんべい ワンタンス－プ キャベツの胡麻和え 春雨の酢のもの ちんげんさいの梅昆布和え キャベツの胡麻和え 小松菜の菜種和え

いかと枝豆の梅だし炒め にらと豆腐の炒めもの 三色きんぴら にらレバー炒め 大豆の三色煮

7月17日(日) 7月18日(月) 7月19日(火) 7月20日(水) 7月21日(木) 7月22日(金) 7月23日(土)

バタ－ロ－ルパン おぐら小町 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 コンビオムレツ ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄ 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、漬物 マカロニサラダ チーズサラダ みそ汁、漬物 ハムサラダ

ご飯 ご飯 ハヤシライス 高菜チャーハン ご飯 ご飯 うな玉丼

さば塩焼き 鮭のカレームニエル グリーンサラダ 大根のさっぱりサラダ エビのマヨネーズ和え ピーマン肉詰め 豆腐カツ

ﾂﾅときゅうりのﾊﾞﾝﾊﾞﾝｼﾞｰ なすのサラダ カルピス寒天 ワンタンス－プ きゅうりワカメのキムチ和え 切り干し大根のピリ辛サラダ しば漬け

冬瓜のかにあんかけ かぼちゃの小倉煮 バナナ 春雨ｽｰﾌﾟ ツナじゃが 吸い物

みそ汁(卵､ねぎ) シンプルサンラータン みそ汁(そうめん、ねぎ)

中華丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

トマトの中華風冷や奴 鶏肉とポテトのレモン和え 豚しゃぶと小松菜のみぞれ和え 魚の梅煮 大根と豚ばらの煮物 かじきまぐろの照り焼き 肉じゃが

ﾍﾑ鉄入り飲料ﾐﾙｸｺｺｱ いんげんのピーナッツ和え ブロッコリ－のﾏﾖﾈｰｽﾞ ほうれん草サラダ アスパラガスのサラダ 大豆中華サラダ トマトのみぞれ和え

きのこクリーム煮 金時豆 厚揚げとキャベツの味噌炒め もやしとニラのソテ－ えびシュ－マイ 野菜ソテ－

7月24日(日) 7月25日(月) 7月26日(火) 7月27日(水) 7月28日(木) 7月29日(金) 7月30日(土)

バタ－ロ－ルパン デニッシュバター 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 ミニオムレツ ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄ 牛乳 ミートボール コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ツナサラダ みそ汁、漬物 スパサラダ ｺｰﾝサラダ みそ汁、漬物 チーズサラダ

ご飯 鮭と枝豆ごはん 夏野菜カレー ご飯 ご飯 バタ－ロ－ルパン ご飯

五目卵焼き なすの塩昆布和え ゆで卵と水菜のポン酢サラダ ポークチャップ ぶりのみそ漬け焼き ペンネのトマトソース 鶏のごま塩唐揚げ

竹輪とオクラの納豆和え 厚揚げのそぼろあんかけ フル－ツポンチ わかめの酢のもの れんこんのしゃきしゃき酢 フレンチサラダ スパゲッティサラダ

ミニにゅうめん 赤だし しらすの卵とじ のりぽてと コ－ンクリ－ムス－プ 豆腐ス－プ２

みそ汁(豆腐､なめこ) 沢煮椀 コーヒーゼリー

マーボー丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

水菜と鶏ささみサラダ 鶏もも肉のホイコーロー 魚のマリネ 赤魚の卸煮 豚肉の七味焼き 鮭のちゃんちゃん焼き 豚肉ときのこの味噌炒め

ベビーチーズ鉄分入り ｷﾕｳﾘとｶﾆｶﾏﾎﾞｺ酢の物 ゴマネーズ和え 磯香あえ ｷﾕｳﾘとｶﾆｶﾏﾎﾞｺ酢の物 ちんげんさいの粒マスタード和え なます

お豆腐シューマイ 切干大根カレー炒め煮 豆腐と梅おかかチャンプルー しらたきと油揚げ炒煮 大豆の三色煮 ほうれん草の煮びたし

7月31日(日)

バタ－ロ－ルパン

フルーツヨ－グルト

野菜ジュース鉄分入り

ご飯

しいらの蒲焼き

胡瓜とみょうがの甘酢和え

焼きなすの胡麻だれ

まいたけとわかめのスープ

玉子丼

いかの和風マリネ

チョコウエハース

朝

昼

夕

朝

昼

夕
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