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ごはん 味噌汁 ごはん 清汁 ごはん　味噌汁　フルーチェ ごはん 中華スープ

肉じゃが サバの味噌煮 チキンソテー(レモンソース) 白身魚フライ　りんご缶

ほうれん草の和え物 スパゲティサラダ　パイン缶 小松菜のごま和え ほうれん草の和え物

エネルギー 645Kcal たんぱく質 19.3g エネルギー 665Kcal たんぱく質 27.0g エネルギー 583Kcal たんぱく質 25.0g エネルギー 545Kcal たんぱく質 15.2g

脂質 16.6g 炭水化物 107.0g 脂質 20.0g 炭水化物 99.1g 脂質 16.5g 炭水化物 87.5g 脂質 14.2g 炭水化物 91.0g

塩分 3.0g 塩分 2.8g 塩分 2.6g 塩分 2.4g

ごはん 味噌汁 ハヤシライス ごはん　味噌汁　みかん缶 ごはん パイン缶 ごはん 味噌汁 高菜チャーハン　 肉そば

鶏肉のユーリンチー風 コンソメスープ ハンバーグ(デミグラスソース) 鮭の酒粕鍋 挽肉入り卵焼き 中華スープ　　フルーツ缶 キャベツのナムル

なすの中華炒め　フルーツ缶 白菜の和え物　黄桃缶 ほうれん草の和え物 かぼちゃのサラダ 蓮根のカレー炒め　白桃缶 スナップエンドウの和え物 黄桃ヨーグルト

エネルギー 617Kcal たんぱく質 23.9g エネルギー 614Kcal たんぱく質 17.9g エネルギー 618Kcal たんぱく質 21.3g エネルギー 589Kcal たんぱく質 24.7g エネルギー 581Kcal たんぱく質 21.0g エネルギー 593Kcal たんぱく質 17.4g エネルギー 595Kcal たんぱく質 24.2g

脂質 21.7g 炭水化物 83.3g 脂質 19.6g 炭水化物 95.8g 脂質 16.4g 炭水化物 99.7g 脂質 9.4g 炭水化物 106.6g 脂質 16.4g 炭水化物 91.3g 脂質 13.3g 炭水化物 103.6g 脂質 17.9g 炭水化物 85.6g

塩分 2.1g 塩分 3.0g 塩分 3.1g 塩分 1.8g 塩分 2.3g 塩分 2.4g 塩分 3.2g

ごはん 味噌汁 ごはん 清汁 ごはん　味噌汁　みかん缶 ごはん　味噌汁　りんご缶 ごはん 味噌汁 ごはん　味噌汁　フルーツ缶 ごはん 味噌汁

たらの甘酢ソース 味噌カツ　　　パイン缶 あじのマスタード焼き めばるorハンバーグのおろし 親子煮 たらのさらさ蒸し 柳川風 　　　　みかん缶

山菜の炒め物　　　りんご缶 ほうれん草の和え物 小松菜の炒め物　 ポン酢ソース　スパゲティサラダ 春雨の和え物　　　黄桃缶 カリフラワーの辛し和え 青梗菜のナムル　

エネルギー 623Kcal たんぱく質 23.9g エネルギー 624Kcal たんぱく質 16.9g エネルギー 538Kcal たんぱく質 21.8g エネルギー 738Kcal たんぱく質 33.0g エネルギー 584Kcal たんぱく質 24.4g エネルギー 485Kcal たんぱく質 22.3g エネルギー 580Kcal たんぱく質 20.9g

脂質 14.7g 炭水化物 98.7g 脂質 17.7g 炭水化物 102.2g 脂質 16.6g 炭水化物 78.3g 脂質 16.9g 炭水化物 113.6g 脂質 12.1g 炭水化物 97.0g 脂質 4.4g 炭水化物 93.7g 脂質 12.6g 炭水化物 98.1g

塩分 2.3g 塩分 3.2g 塩分 2.3g 塩分 4.4g 塩分 2.1g 塩分 2.4g 塩分 2.3g

カレーライス　コンソメスープ ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん サンドイッチ 黄桃缶 ごはん　味噌汁　フルーツ缶 ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁

ほうれん草の和え物 手作りオムレツ コラーゲン鍋 大豆と野菜のトマトスープ ごぼうとキムチの炒め物 白身魚の塩麴焼き さばの七味焼き

福神漬け 白桃缶 ビーフンの炒め煮 かぼちゃサラダ　りんご缶 カリフラワーサラダ 菜の花の和え物 ひじきの煮物　みかん缶 小松菜の煮浸し　パイン缶

エネルギー 577Kcal たんぱく質 15.4g エネルギー 635Kcal たんぱく質 18.0g エネルギー 549Kcal たんぱく質 23.3g エネルギー 594Kcal たんぱく質 21.8g エネルギー 604Kcal たんぱく質 21.6g エネルギー 567Kcal たんぱく質 23.9g エネルギー 584Kcal たんぱく質 23.1g

脂質 14.3g 炭水化物 101.9g 脂質 18.9g 炭水化物 101.2g 脂質 11.4g 炭水化物 93.7g 脂質 24.6g 炭水化物 80.2g 脂質 14.7g 炭水化物 99.9g 脂質 11.0g 炭水化物 93.8g 脂質 13.9g 炭水化物 97.2g

塩分 3.4g 塩分 2.7g 塩分 2.4g 塩分 2.6g 塩分 3.1g 塩分 3.0g 塩分 2.5g

　　　　◇◆お知らせ◇◆
ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁 かき揚げ玉子とじ丼 〈選択メニュー〉 〈昼食レク〉
鶏肉のトマト煮 白身魚のユーリンチー風 味噌汁　春雨サラダ １８日 めばるorハンバーグの １１日　鮭の酒粕鍋
青梗菜の和え物　りんご缶 きのこの煮物　黄桃缶 みかんヨーグルト おろしポン酢ソース ２４日　コラーゲン鍋

〈ご当地フェア〉
エネルギー 492Kcal たんぱく質 17.5g エネルギー 608Kcal たんぱく質 20.9g エネルギー 609Kcal たんぱく質 17.7g １６日　味噌カツ(愛知県)
脂質 8.9g 炭水化物 89.1g 脂質 13.8g 炭水化物 102.5g 脂質 15.4g 炭水化物 102.4g

塩分 2.5g 塩分 2.5g 塩分 3.0g    　　都合により献立を変更することがございます。

お休み お休み お休み

　　　　おやつレク

おやつ：いちごババロア

おやつ：ココアプリンおやつ：レーズンロールパンおやつ：やわらかシフォンケーキ

8日

おやつ：牛乳ゼリー

29日

22日

日曜日

おやつ：駄菓子

日曜日

日曜日

15日 日曜日

おやつ：ホットケーキサンド

9日

おやつ：薄皮クリームパンおやつ：味噌蒸しケーキ、甘酒

月曜日

30日 月曜日

水曜日

月曜日

月曜日16日

おやつ：ホットケーキサンド おやつ：薄皮あんぱんおやつ：駄菓子

水曜日24日

火曜日10日

おやつ：マロン＆マロン

火曜日17日

おやつ：オレンジゼリー

金曜日

31日

19日18日 木曜日

火曜日

おやつ：スイスロール

11日 水曜日

1月献立表

1日 日曜日 2日 月曜日 3日 7日火曜日 土曜日

13日12日

4日 水曜日 5日

木曜日

木曜日 6日

おやつ：バナナスペシャルおやつ：薄皮チョコパン

金曜日

26日

おやつ：スイスロールおやつ：ヨーグルトゼリー

火曜日 25日23日

おやつ：ロールちゃん(チョコ)

おやつ：ぶどうゼリー

土曜日28日

おやつ：レーズン蒸しパン

21日 土曜日

14日

おやつ：バナナスペシャル

おやつ：ココア蒸しパン

木曜日 27日 金曜日

おやつ：ロールちゃん(ホイップ)

土曜日

金曜日

おやつ：コーヒーゼリー

おやつ：たまご蒸しパン

20日

せせらぎ女池


