
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1609kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1620kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1617kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal

脂質    38.4g 脂質    37g 脂質    40.8g 脂質    42.7g 脂質    38.2g 脂質    50.1g 脂質    39.9g

食塩    7.9g 食塩    9.4g 食塩    8.9g 食塩    8.5g 食塩    8.1g 食塩    8.4g 食塩    9.4g

吸い物

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1618kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal

脂質    34.1g 脂質    45.8g 脂質    39.9g 脂質    37g 脂質    36.7g 脂質    43.3g 脂質    41.3g

食塩    8.6g 食塩    7.8g 食塩    7.7g 食塩    8.8g 食塩    7.7g 食塩    8.9g 食塩    7.1g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal

脂質    39g

食塩    9.9g
食材などの関係で一部メニューが変更になる場合がございます。

１２月　彩ダイニング献立表（１日～１５日）

成
分
値

蛋白質  62.9g

炭水化物  242.2g

小松菜のツナ和え

卵と菜の花の炒め物

鮭のバター焼き

味噌汁夕
食

米飯　160ｇ

昼
食 お楽しみメニュー

佃煮

かぼちゃサラダ

味噌汁朝
食

米飯　160ｇ

ぜんまい含め煮
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炭水化物  228.3g 炭水化物  235.4g 炭水化物  239.1g 炭水化物  248.7g 炭水化物  227.5g 炭水化物  232.4g

春菊の彩和え

成
分
値

蛋白質  68.1g 蛋白質  62.1g 蛋白質  67.4g 蛋白質  68.8g 蛋白質  71.7g 蛋白質  74.3g 蛋白質  64.5g

炭水化物  250g

ほうれんそうのナムル 白菜のゆかりあえ ほうれん草の和えもの 青菜の生姜和え 松花堂　ミニケーキ、フルーツ 人参の彩和え

豚肉のチーズ風味ピカタ

チンゲン菜のスープ煮 かぼちゃの南蛮煮 ブロッコリーのオイスター炒め 煮しめ 松花堂　ミニグラタン 豚肉甘みそ炒め 白菜の生姜炒め

酢鶏 アジの南部焼き 麻婆豆腐 メバルの漬焼き 松花堂　海鮮サラダ　 ブリのみぞれ煮

味噌汁 中華スープ 味噌汁 コーンスープ 味噌汁 味噌汁夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　オムライス 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁

カリフラワーのごま和え オクラとひじきのドレッシング和 だいこんの甘酢漬け 春菊のピーナツ和え 大根梅シソ和え ポテトサラダ

信田煮

羊肉炒め 和風ジャーマンポテト 炒り卵 厚揚げとキャベツの味噌炒め かぼちゃのそぼろ煮 そら豆と玉子の炒め物 青梗菜の磯辺和え

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

ほきみりん焼き 豚のソテーおろしソース タラの磯部焼き 鶏の治部煮 ちくわ天うどん 鶏肉のはちみつ照り焼き

ほうれん草のお浸し

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 胡麻おにぎり 米飯　160ｇ さんま蒲焼丼

味噌汁

ナスの煮びたし もずくの中華風和え物 菜の花と春雨炒め フライドフィッシュ キャベツの浅漬け風 ヨーグルト

さつま揚げ煮 肉団子の洋風煮込み 大根とアサリのコンソメ炒め

蒸ししゅうまい だし巻き卵 れん根明太マヨネーズ もやしの佃煮和え 里芋のごま和え 盛り合わせサラダ コロッケ

ミックスサンドイッチ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

小松菜と豚のねぎ塩炒め がんもの五目煮 鶏肉のポトフ いんげんの香味炒め

8 9 10 11 12 13 14

炭水化物  251.1g 炭水化物  237.2g 炭水化物  232.1g 炭水化物  256.4g 炭水化物  220.5g 炭水化物  231.4g

菜の花の佃煮昆布和え

成
分
値

蛋白質  66.3g 蛋白質  65.4g 蛋白質  64.4g 蛋白質  63.7g 蛋白質  55.3g 蛋白質  70.3g 蛋白質  69.8g

炭水化物  240.7g

菜の花と海老の酢味噌かけ 大根の梅マヨネーズ オクラの塩昆布和え ほうれん草のごまおかか和え 松花堂　フルーツあんみつ　 えびごまマヨネーズ

松花堂　豚角煮 豚肉のニンニク醤油ソテー 太刀魚の照り焼き

五目炒り豆腐 そら豆の炒め物 きんちゃくの炊き合わせ 厚揚げのおろし煮 松花堂　蒸し物 金平ごぼう ぜんまい炒め煮

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 中華スープ 吸い物 味噌汁 吸い物 味噌汁 味噌汁夕
食

米飯　160ｇ 釜飯　ホタテ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　鮭いくら丼

アジのピリ辛照り焼き 肉団子の甘辛炒め 鮭の塩焼き チキンガーリックバター焼き

ハムのマリネ 白菜のしその実和え 拌三糸 コンソメスープ 白菜のポン酢和え キャベツの甘酢和え

チンジャオロースー

里芋のバター煮 豚とキクラゲの炒め物 ささみの中華炒め カリフラワとツナのサラダ じゃが芋とウインナの炒め物 マイタケのソテー 杏仁豆腐

ワカメスープ 中華スープ 味噌汁 味噌汁

鶏肉と茄子の揚げ浸し メルルーサのムニエル カニ玉 アスパラのバター醤油炒め すき焼き カレイのねぎみそ焼き

厚揚の炒め煮

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ シーフードカレー 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ◆醤油ラーメン

味噌汁

小龍包の中華スープ煮 納豆 野菜のごま煮 絹さやとえびの塩炒め かりかりきゅうり ウインナー炒め

里芋のごった煮

春菊とエノキの和え物 ふきとごぼう天の煮物 茄子とポテトの重ね焼き モロヘイヤのじゃこ和え 五目煮 ４種の野菜寄せ揚げ モロヘイヤのねばねば和え

肉大根 ほうれん草のコンソメソテー キャベツの味噌炒め スクランブルエッグ ちくわと昆布の炒め物 スクランブルエッグ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ 味噌汁
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朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ロールパン 米飯　160ｇ

味噌汁

1 2 3 4 5
土

6
日 月 火 水 木 金


