
日 月 火 水 木 金 土

炒り豆腐 鰆の西京焼き 鯵の塩焼き ハムと野菜の炒め物 隠元とエビの醤油炒め つくねと椎茸の甘辛煮 鰯の甘露煮　若布添え
小松菜と油揚げの煮浸し 筑前煮 はんぺんの唐辛子和え 温泉卵 笹かま ブロッコリーと油揚げの醤油和え 茸のお浸し

いりこみそ えのきとオクラの和え物 明太卸 のり佃煮 胡瓜の酢の物 たいみそ 冷奴
香の物 御飯 香の物 御飯 香の物 香の物 御飯
御飯 澄まし汁 御飯 味噌汁 御飯 御飯 味噌汁

味噌汁 味噌汁 フルーツorコンポート 味噌汁 味噌汁 フルーツorコンポート

エネルギー 453kcal たんぱく質 18.1g エネルギー 486kcal たんぱく質 25.9g エネルギー 432kcal たんぱく質 22.9g エネルギー 460kcal たんぱく質 20.3g エネルギー 438kcal たんぱく質 17.5g エネルギー 585kcal たんぱく質 23.4g エネルギー 500kcal たんぱく質 21.9g

脂質 12.7g 食塩相当量 2.5g 脂質 13.2g 食塩相当量 2.4g 脂質 11.4g 食塩相当量 1.9g 脂質 15.4g 食塩相当量 2.6g 脂質 13.9g 食塩相当量 2.4g 脂質 20.0g 食塩相当量 3.7g 脂質 10.0g 食塩相当量 2.5g

洋風炒り豆腐 鰆のムニエル ナスとベーコンのトマト煮 プレーンオムレツ 隠元とエビのソテー ミートボールケチャップ煮 ウインナー　野菜添え
春雨サラダ フレンチサラダ グリーンサラダ ハムサラダ 笹かま青ジソドレサラダ 彩り野菜のサラダ きのこサラダ
卵スープ 青菜のスープ コンソメスープ もやしのスープ 野菜ポタージュ コンソメスープ 豆乳スープ

パン パン パン パン パン パン パン
ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム ジャム

フルーツorコンポート フルーツorコンポート フルーツorコンポート フルーツorコンポート フルーツorコンポート フルーツorコンポート フルーツorコンポート

エネルギー 475kcal たんぱく質 15.8g エネルギー 464kcal たんぱく質 19.6g エネルギー 462kcal たんぱく質 19.2g エネルギー 509kcal たんぱく質 18.8g エネルギー 478kcal たんぱく質 17.2g エネルギー 478kcal たんぱく質 19.1g エネルギー 578kcal たんぱく質 20.3g

脂質 21.5g 食塩相当量 2.9g 脂質 17.5g 食塩相当量 2.6g 脂質 15.3g 食塩相当量 3.0g 脂質 22.8g 食塩相当量 4.1g 脂質 21.0g 食塩相当量 2.9g 脂質 20.6g 食塩相当量 3.0g 脂質 25.7g 食塩相当量 2.2g

鮭のクリームシチュー 豚肉の梅ｼｿ焼き エビピラフ 白身魚の南部焼き 肉野菜炒め 鶏肉ナポリ風 カレイの煮付
大根とベーコンのソテー 焼き豆腐の煮物 コッコバン（鶏肉の赤ワインソース） 大根　蟹カマあんかけ パリパリ春巻 キャベツりんごサラダ 人参枝豆の白和え

パンプキンサラダ つまみなのお浸し コーンサラダ ほうれん草菊花浸し 胡瓜の甘酢和え はんぺんのフライ ゆかり御飯
ライス 御飯 コンソメスープ 御飯 御飯 ライス 澄まし汁

フルーツ 味噌汁 果物 味噌汁 杏仁豆腐 オニオンスープ 果物
みつ豆 コンポート

エネルギー 528kcal たんぱく質 21.8g エネルギー 436kcal たんぱく質 24.3g エネルギー 496kcal たんぱく質 25.8g エネルギー 333kcal たんぱく質 17.7g エネルギー 621kcal たんぱく質 18.3g エネルギー 473kcal たんぱく質 19.4g エネルギー 363kcal たんぱく質 20.3g

脂質 10.3g 食塩相当量 3.3g 脂質 7.9g 食塩相当量 2.1g 脂質 14.7g 食塩相当量 2.9g 脂質 4.5g 食塩相当量 2.8g 脂質 19.8g 食塩相当量 1.7g 脂質 21.9g 食塩相当量 2.9g 脂質 5.4g 食塩相当量 2.8g

ﾊﾞﾅﾅと小豆のｺﾞﾏ風味ようかん スイートポテト まんじゅう クリームコンフェ りんごケーキ ももゼリー 今川焼
エネルギー 107kcal たんぱく質 2.1g エネルギー 102kcal たんぱく質 2.4g エネルギー 139kcal たんぱく質 3.2g エネルギー 90kcal たんぱく質 2.0g エネルギー 123kcal たんぱく質 2.4g エネルギー 31kcal たんぱく質 1.9g エネルギー 239kcal たんぱく質 6.1g

脂質 2.2g 食塩相当量 0.0g 脂質 1.9g 食塩相当量 0.1g 脂質 0.2g 食塩相当量 1.4g 脂質 2.2g 食塩相当量 0.0g 脂質 5.4g 食塩相当量 0.1g 脂質 0.0g 食塩相当量 0.0g 脂質 2.1g 食塩相当量 0.1g

肉団子野菜あんかけ めかじきの照り焼き 秋刀魚の磯辺揚げ ミートローフ　人参グラッセ 鱈の香味焼き 鮭の南蛮漬け 牛肉葱味噌焼き
キャベツのさっぱりサラダ 切干大根の炒り煮 ほうれん草と油揚げの浸し 彩り野菜サラダ 筍の煮物 五目大豆 焼き茄子

香の物 まさご和え しらすとかぶの酢の物 アスパラソテー なめこ卸 青菜のお浸し 煮豆
御飯 御飯 御飯 コーンスープ 御飯 御飯 御飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 ライス 味噌汁 味噌汁 澄まし汁
フルーツorコンポート 水菓子

エネルギー 485kcal たんぱく質 19.7g エネルギー 431kcal たんぱく質 19.2g エネルギー 516kcal たんぱく質 19.9g エネルギー 568kcal たんぱく質 22.1g エネルギー 477kcal たんぱく質 20.4g エネルギー 464kcal たんぱく質 24.5g エネルギー 531kcal たんぱく質 19.9g

脂質 16.1g 食塩相当量 2.8g 脂質 9.4g 食塩相当量 2.7g 脂質 22.5g 食塩相当量 2.2g 脂質 19.4g 食塩相当量 3.2g 脂質 10.7g 食塩相当量 2.2g 脂質 3.8g 食塩相当量 4.6g 脂質 10.2g 食塩相当量 2.3g

※ご朝食は、和食と洋食から選ぶことができます（要事前予約）。ご昼食とご夕食は「選べるメニュー」へ当日変更が可能です。栄養管理上、「選べるメニュー」の連続した
ご利用はお断りさせて頂く場合がございます。仕入の都合上、献立は変更になる場合がございます。
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