
令和3年 ８月　[常　食]
１（日） ２（月） ３（火） ４（水） ５（木） ６（金） ７（土）

 ミニ山シュガー  あんぱん  ミニ食パン（いちご）  チョコカスター  コーヒークリームのパン  北海道ミルクパン  カスタードクリームパン

 牛乳  キャベツ豆乳スープ煮 青梗菜のウインナ炒め  春雨の中華スープ煮  ほうれん草のソテー  ウインナーと野菜の洋風煮  青梗菜のハム炒め
 小松菜のスープ煮  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳
 米飯  米飯  赤飯（お誕生日会）  米飯  山菜とろろそば（冷）  米飯  米飯
 とんかつ  赤魚の生姜煮  天ぷら盛り合わせ  肉豆腐  がんもの煮物  鶏肉の胡麻照り焼き  コロッケ＆エビフライ
 里芋の胡麻煮  厚揚げの煮物  茶碗蒸し  じゃが芋の煮物  えびとブロッコリーのサラダ  金平ごぼう  焼きなすの胡麻だれがけ

 ブロッコリーのドレッシング和え  白菜の昆布和え  フルーツ（メロン）  オクラのなめたけ和え  もやしの甘酢和え  和風サラダ
 みそ汁（豆腐）  みそ汁（しめじ）  赤だし汁（小松菜）  みそ汁（大根）  みそ汁（わかめ）  すまし汁（なめこ）

　ビール・ジュース
昼間食 グリンティー  ジョア  ケーキ・紅茶  野菜ジュース  フルーツ（バナナ）  抹茶まんじゅう  フルーツ（バナナ）

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 鰆の味噌焼き  チキンの香草焼き  肉団子の和風煮  千草焼き  ミートローフ  鯖の味噌煮  めばるの昆布茶焼き
 冬瓜のベーコン煮  ジャーマンポテト  もやしのナムル  なすの田楽  ピーマンのじゃこ炒め  南瓜の煮物  里芋のゆず香煮
 五目豆  フルーツ（もも缶）  べったら漬  しば漬  もずく酢  きゅうり漬  高菜漬
 すまし汁（ほうれん草）  スープ（アスパラ）  みそ汁（里芋）  すまし汁（そうめん）  すまし汁（豆腐）  すまし汁（たけのこ）  みそ汁（南瓜）

８（日） ９（月） １０（火） １１（水） １２（木） １３（金） １４（土）
 イチゴジャムパン  ミニ山シュガー  りんごパン  チョコカスター  ミニ食パン（みるく）  あんぱんだより  はちみつパン
 野菜のトマト煮  小松菜とウインナーの煮物  豆乳スープ煮  ソーセージと野菜のカレーソテー  白菜のツナ煮  マカロニソテー  大根の煮物
 牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  焼きそば  米飯
 肉団子の中華風煮込み  豚肉と野菜の焼肉風炒め  鯖の煮付け  鶏のマーマレード醤油焼き  赤魚の塩焼き  さつま揚げの煮物  チキン南蛮
 茄子とピーマンの炒め物  里芋の煮物  金平ごぼう  あさりの柳川風  ひじき煮  インゲンのピーナツ和え  さつま芋の煮物
 ビーフン中華サラダ  白菜のゆず和え  胡瓜の酢の物  小松菜の胡麻和え  ブロッコリーの酢味噌がけ  スープ（卵）  白菜サラダ
 スープ（しめじ）  みそ汁（大根）  すまし汁（豆腐）  赤だし汁（なめこ）  すまし汁（えのき）  みそ汁（ごぼう）

昼間食 フルーツ（バナナ）  抹茶豆乳ラテ  ミックスジュース  ジョア  フルーツ（バナナ）  長崎カステラ・紅茶  フルーツ（バナナ）
 米飯  米飯  米飯  五目ご飯（備蓄食）  米飯  米飯  米飯
 揚げだし豆腐あんかけ  野菜のキッシュ風  ハンバーグおろしポン酢かけ  豆腐とチンゲン菜の旨煮  豚肉と根菜の和風煮  めばるの甘辛焼き  たらの煮付け
 切干大根の炒め煮  キャベツとじゃこのマヨ和え  ほうれん草のおかか和え  じゃが芋とツナの炒め物  春雨の炒めもの  青菜と玉ねぎの生姜炒め  もやし炒め
 フルーツ（みかん缶）  ピーマン漬  きゅうり漬  しば漬  フルーツ（もも缶）  うぐいす豆  フルーツ（みかん缶）
 みそ汁（じゃが芋）  すまし汁（昆布）  みそ汁（玉ねぎ）  わかめスープ  みそ汁（里芋）  みそ汁（白菜）  すまし汁（青菜）

１５（日） １６（月） １７（火） １８（水） １９（木） ２０（金） ２１（土）
 ミニ山シュガー  北海道ミルクパン  カスタードクリームパン  あんぱん  コーヒークリームのパン  りんごパン  季節のジャムパン
 ｶﾘﾌﾗﾜｰのコンソメ煮  野菜とツナのソテー  インゲンとソーセージのスープ煮  南瓜のコンソメ煮  マカロニと野菜のコンソメ煮  野菜のツナ炒め  さつま芋のレモン煮
 牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳
 米飯  カレーライス  米飯（ミニ）  米飯  ちらし寿司  津軽帆立めし  米飯
 豚肉の大和煮  キャベツのサラダ  お好み焼き  鯖の照り焼き  厚揚げの煮物  厚焼き卵  チキンカツ
 炒り豆腐  フルーツヨーグルト  ひじきと大根の煮物  ほうれん草のバター炒め  もずく酢  煮物  ブロッコリーのソテー
 大根の酢の物  スープ（ブロッコリー）  冷奴  あんかけ卵豆腐（冷）  赤だし汁（麩）  かっぱ漬け  スープ（卵）
 すまし汁（昆布）  みそ汁（小松菜）  みそ汁（花麩）  みそ汁（大根）  ヨーグルト

昼間食 かぼちゃ饅頭  ジョア  野菜ジュース  抹茶豆乳ラテ  ミックスジュース  ドームケーキ・紅茶  フルーツ（バナナ）
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 親子煮  鯵のつけ焼き  鶏肉の塩だれ焼き  揚げだし豆腐そぼろあんかけ  めばると冬瓜の梅煮  海老だんごの中華煮  白身魚のソテー野菜あん

 冬瓜の煮物  白和え  里芋の胡麻味噌煮  金平ごぼう  青梗菜の炒めもの  麻婆豆腐（小鉢）  卯の花
 ピーマン漬  きざみたくあん  フルーツ（もも缶）  きゅうり漬  金時豆  フルーツ（みかん缶）  フルーツ（白桃缶）
 みそ汁（里芋）  みそ汁（えのき）  かきたま汁  すまし汁（はんぺん）  みそ汁（里芋）  わかめスープ  みそ汁（豆腐）

２２（日） ２３（月） ２４（火） ２５（水） ２６（木） ２７（金） ２８（土）
 ミニ山シュガー  チョコカスター  イチゴジャムパン  はちみつパン  豆乳クリームパン  抹茶あずき  あんぱんだより
 野菜とソーセージのコンソメ煮  キャベツのツナ炒め  ブロッコリーのコンソメ煮  ジャーマンポテト  ふわふわ玉子  カリフラワのカレー煮  豆乳スープ煮
 牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳  牛乳
 米飯  米飯  米飯  オムライス・ホワイトソース  米飯  ミートスパゲティー  米飯
 ホキのカレー風味焼き  豚肉と玉ねぎの炒めもの  鯖の塩焼き  グリーンサラダ  鯵の南蛮漬  卵のオーブン焼き  たらの煮付け
 大豆煮  豆腐のあんかけ（温）  厚揚げの煮物  フルーツ（もも缶）  さつま芋の甘煮  フルーツヨーグルト  ひじき煮
 白菜の胡麻和え  小松菜のなめ茸和え  白菜のお浸し  スープ（たまねぎ）  キャベツとしらすの酢の物  スープ（冬瓜）  ブロッコリーのごま和え

 みそ汁（玉葱）  すまし汁（おつゆ麩）  みそ汁（なす）  みそ汁（豆腐）  みそ汁（ほうれん草）
昼間食 バウムクーヘン・紅茶  野菜ジュース  フルーツ（バナナ）  豆乳カフェオレ  フルーツ（バナナ）  田舎まんじゅう  フルーツ（バナナ）

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 スペイン風オムレツ  つくねハンバーグ  鶏肉の冶部煮  赤魚のおろし煮  鶏肉の幽庵焼き  鰆の甘辛煮  豚肉の生姜炒め
 マカロニサラダ  もずく酢  春雨炒め  もやし炒め  金平ごぼう  ほうれん草のきのこ和え  ポテトサラダ
 フルーツ（洋梨缶）  金時豆  フルーツ（みかん缶）  きゅうり漬  フルーツ（白桃缶）  うぐいす豆  フルーツ（もも缶）
 スープ（マッシュルーム）  みそ汁（ごぼう）  かきたま汁  みそ汁（春菊）  すまし汁（えのき）  みそ汁（里芋）  すまし汁（たけのこ）

２９（日） ３０（月） ３１（火）
 ミニ山シュガー  あんぱん  レーズンペストリー
 南瓜のスープ煮  スナップエンドウの炒  小松菜のコンソメ煮
 牛乳  牛乳  牛乳
 米飯（肉の日）  米飯  カレーうどん
 すき焼き風煮  鯖の味噌煮  冬瓜の冷やし鉢
 温泉玉子  炒り豆腐  フルーツヨーグルト
 オクラのとろろ和え  もずく酢
 すまし汁（しめじ）  みそ汁（玉ねぎ）

昼間食 酒まんじゅう  野菜ジュース  フルーツ（バナナ）
 米飯  米飯  米飯
 赤魚の山椒焼き  鶏の照り焼き  かに玉あんかけ
 切干大根の炒め煮  里芋の利休煮  ハムとアスパラの炒め物

 梅干し  フルーツ（みかん缶）  フルーツ（洋梨缶）
 みそ汁（もやし）  すまし汁（昆布）  スープ（ほうれん草）
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