
8月1日(月) 8月2日(火) 8月3日(水) 8月4日(木) 8月5日(金) 8月6日(土)

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

牛乳 ミニにら玉 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 だし巻き卵 コーヒー牛乳

ハムサラダ 漬物、みそ汁 ﾎﾟﾃﾄサラダ ツナサラダ 漬物、みそ汁 ｺｰﾝサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 焼きとうもろこしの混ぜごはん ご飯 ご飯

さば塩焼き 筑前煮 豚肉の冷しゃぶ ジャージャーうどん ゴーヤ入りかき揚げ 牛肉と野菜炒め

コールスローサラダ もやしとハムの辛子醤油和え ｲｶとｵｸﾗの納豆和え にんじんお浸し ミニにゅうめん じゃこ入り和風ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ

三色きんぴら ワカメス－プ 茶碗蒸し みょうがオクラ春雨スープ 千草焼き 中華コーンスープ

みそ汁(ﾎｳﾚﾝ草､えのき)

ご飯 ご飯 焼きそば ご飯 ご飯 ご飯

豚肉のしょうが焼き さわらの西京焼き フライドポテト ぶりの照り焼き 魚のあんかけ ひき肉とトマト、春雨の甘辛炒め

卵豆腐 こんにゃくの白和え 胡瓜と山芋の酢の物 枝豆のおろし和え 水菜と大根のサラダ

トマトときゅうりのごま和え 冬瓜のかにあんかけ 高野豆腐の卵とじ煮 ｽﾞｯｷｰﾆとﾚﾝｺﾝのﾁｰｽﾞ風味 焼きはんぺんの明太ﾏﾖﾈｰｽﾞ

8月7日(日) 8月8日(月) 8月9日(火) 8月10日(水) 8月11日(木) 8月12日(金) 8月13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 ミニにら玉 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 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 漬物、みそ汁 マカロニサラダ ハムサラダ 漬物、みそ汁 ツナサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 バタ－ロ－ルパン ご飯 ご飯 ご飯

八宝菜 かじきのしょうが焼き 鮭の照り焼き 夏野菜のスパゲティ 鶏むね肉のごま照り焼き 豆腐のミートグラタン ハムカツ

中華きゅうり ブロッコリーのツナ和え 冷や汁風 レタスと温泉卵のシーザーサラダ 冷ややっこ 小松菜のサラダ 温泉卵

まいたけとわかめのスープ 厚揚げのトマトえびチリ ニンジンシリシリ コーンスープ ちくわの天ぷら えびと冬瓜のｽｰﾌﾟ 冬瓜のかにあんかけ

みそ汁(なめこ､ねぎ) ぶどうゼリー みそ汁(なす､ﾐﾖｳｶﾞ) みそ汁(ﾄﾏﾄ、、わけぎ)

麻婆茄子丼 五目チャーハン ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

オクラとえのきのおかかマヨ和え 焼ぎょうざ 夏野菜のｵﾑﾚﾂ たらのﾑﾆｴﾙ ポークチャップ 魚の青のりピカタ さばのおろし煮

鉄分入り玉子ボーロ 中華スープ２ 大根と油揚げのごま酢サラダ ｷｬﾍﾞﾂといかのﾏｽﾀｰﾄﾞｻﾗﾀﾞ 千切りサラダ 洋風白和え ﾂﾅときゅうりのﾊﾞﾝﾊﾞﾝｼﾞｰ

きのこクリーム煮 大豆の磯煮 じゃが芋の煮物 野菜ソテ－ じゃが芋のﾁｰｽﾞ焼き

8月14日(日) 8月15日(月) 8月16日(火) 8月17日(水) 8月18日(木) 8月19日(金) 8月20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 フルーツヨ－グルト ミートボール ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 コンビオムレツ コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り 野菜ｼﾞｭｰｽ鉄分入り 漬物、みそ汁 スパサラダ チーズサラダ 漬物、みそ汁 ハムサラダ

ご飯 ハヤシライス ご飯 ご飯 おにぎり ビビンバ丼 ご飯

もやしと豚バラ炒め ブロッコリーサラダ２ 豚肉の七味焼き タラとじゃがいものグラタン サラダうどん 胡瓜とみょうがの甘酢和え あじの南蛮漬け

アスパラガスのサラダ フルーツヨーグルト ﾌﾞﾛｯｺﾘ-としめじのおかかマヨ しらすサラダ 厚揚げの甘酢いため わかめとワンタンのス－プ なすのサラダ

豆腐ス－プ２ わかめとﾜﾝﾀﾝのｽ-ﾌﾟ チリコンカン ほうじ茶プリン 豆苗の炒め物

みそ汁(さつま芋､ﾈｷﾞ)

ご飯 炒め卵チャーハン（エビ入り） ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

カニ玉野菜あん パンプキンサラダ 赤魚の煮つけ 五目卵焼き れんこんと鶏肉の炒り煮 ぶりの照り焼き 大根と豚ばらの煮物

切り干し大根と青梗菜ﾅﾑﾙ 春雨とつくねのｽ-ﾌﾟ 三色浸し いんげんとにんじんのﾅﾑﾙ ｾﾛﾘと胡瓜の酢の物 はるさめサラダ 人参とかまぼこサラダ

シュ－マイ にらともやしの卵とじ かぼちゃの甘煮 炒り卵 金時豆 小松菜とエリンギのごま炒め

8月21日(日) 8月22日(月) 8月23日(火) 8月24日(水) 8月25日(木) 8月26日(金) 8月27日(土)

バタ－ロ－ルパン 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

フルーツヨ－グルト 牛乳 だし巻き卵 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 ミニにら玉 コーヒー牛乳

野菜ｼﾞｭｰｽ鉄分入り ツナサラダ 漬物、みそ汁 ﾎﾟﾃﾄサラダ ｺｰﾝサラダ 漬物、みそ汁 チーズサラダ

ご飯 ご飯 マーボー丼 ご飯 ドライカレー ご飯 ご飯

豆腐ステーキ 鶏むね肉のから揚げ 蒸しシュ－マイ ウインナーの春巻き グリーンサラダ 鮭の照り焼き 冷やし中華

じゃが芋のわさびｻﾗﾀﾞ なまり節と大根おろし ワカメス－プ れんこんのしゃきしゃき酢 ﾏﾝｺﾞｰゼリー ｷｬﾍﾞﾂといかのﾏｽﾀｰﾄﾞｻﾗﾀﾞ えびシュ－マイ

豚肉とにら、もやしの中華ｽｰﾌﾟ 里芋の煮物 杏仁豆腐 野菜炒めカレ－風味 がんもどきの野菜あん 中華スープ

みそ汁(なす､ﾐﾖｳｶﾞ) オニオンコンソメスープ みそ汁(ﾎｳﾚﾝ草､えのき)

親子丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ばんさんすう かれいの照り焼き さば塩焼き 煮魚 あじの蒲焼き 豚肉と玉ねぎのしょうが炒め ひき肉とｷｬﾍﾞﾂのごまﾏﾖ炒め

しば漬け レタスの胡麻酢和え パンプキンサラダ 磯香あえ 大豆中華サラダ 卵豆腐 小松菜ともやしナムル

ヘム鉄入り飲料ミルクココア 高野豆腐の卵とじ煮 もやしのナポリタン 鶏ﾚﾊﾞ-のﾋﾟﾘ辛ｿﾃｰ 青梗菜の豆乳煮 五目ひじき煮 がんもの煮つけ

8月28日(日) 8月29日(月) 8月30日(火) 8月31日(水)

バタ－ロ－ルパン デニッシュチョコ 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ｵﾌ

野菜ジュース鉄分入り ハムサラダ 漬物、みそ汁 マカロニサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 おにぎり

かじきのｿﾃｰ粒ﾏｽﾀｰﾄﾞｿｰｽ 揚げ豆腐五目あんかけ 豚キムチ炒め お好み焼き

なすとピーマンのみそ炒め ちくわの味噌ﾏﾖﾈｰｽﾞ和 ﾚﾀｽと温泉卵のｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ 大根のさっぱりサラダ

鶏団子と春雨のスープ トマトのマリネ 豆乳入り味噌汁 みそ汁(ｴﾉｷﾀﾞｹ、ﾐﾂﾊﾞ)

牛丼 ご飯 ご飯 ご飯

コールスローサラダ たらのムニエル 魚の酢豚風 さわらゴマ焼き

チョコウエハース セロリと胡瓜の酢の物 ブロッコリ－のﾏﾖﾈｰｽﾞ なすのお浸し

絹さやと鶏肉の玉子とじ 大豆と昆布のうま煮 厚揚げのしょうが煮
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