
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1619kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1746kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1604kcal

脂質    22.7g 脂質    40.7g 脂質    44.9g 脂質    36.6g

食塩    8.5g 食塩    9.7g 食塩    9.9g 食塩    9.7g

わらびの煮物

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1610kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1592kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1617kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal

脂質    40g 脂質    37.7g 脂質    43.8g 脂質    35.6g 脂質    37g 脂質    44.7g 脂質    39.4g

食塩    9.3g 食塩    7.8g 食塩    9.3g 食塩    9.2g 食塩    8g 食塩    9.7g 食塩    8.8g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1611kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal

脂質    40.3g 脂質    36.7g 脂質    35.6g 脂質    42.6g

食塩    8g 食塩    8.8g 食塩    9.6g 食塩    9.4g
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。

土日 月 火 水 木 金
1 2 3 4

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ミックスサンドイッチ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁

煮しめ（正月用） 野菜旨煮 肉団子の洋風煮込み 白菜の炒め物

伊達巻き かぶの甘酢漬け イタリアンサラダ ナスの酢醤油漬け

土佐ごぼう 厚焼き玉子 みかん缶 サケの塩焼き

昼
食

赤飯 散らし寿司 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

お雑煮 吸い物 味噌汁 味噌汁

お節 八幡巻き 赤魚の幽庵焼き 千草焼き

金平ごぼう 揚げ出し豆腐野菜あんかけ さつま芋バター金平風

辛子酢味噌和え とびっこ和え 青菜のごま和え

夕
食

米飯　160ｇ 松花堂　鮭いくら丼 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

吸い物 味噌汁 味噌汁 味噌汁

松風焼 松花堂　豚角煮 炒り鶏 豚肉の生姜焼き

煮合わせ 松花堂　蒸し物 わかめの卵とじ がんもの煮物

栗きんとん 松花堂　フルーツあんみつ　 春菊となめこのおろし和え カリフラワーのマヨ和え

成
分
値

蛋白質  67.4g 蛋白質  59.4g 蛋白質  70g 蛋白質  70g

炭水化物  274.2g

10

炭水化物  279.2g 炭水化物  222.2g 炭水化物  244.5g

味噌汁

5 6 7 8 9

味噌汁

11

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

ひじき豆腐 五目卵 白菜のとろとろ煮 竹輪ホイコーロー

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ

さつま芋と豚肉の炒り煮

絹さやの塩コンブ和え ほうれん草の辛し和え 磯部フリッター いろどり和え アスパラと根菜の和え物 クリームコロッケ キャベツのマヨネーズ和え

大根のべっこう煮 ぜんまいの炒り煮

スクランブルエッグ 納豆 青菜のゴマおかか和え ほうれん草のソテー じゃが芋のソテー ヨーグルト 切干大根の中華風

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 三色丼 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 年明けうどん 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁

サバの味噌煮 あじの南蛮漬 ふきの油いため シルバーのハーブ塩焼き とりのハチミツケチャップ 菜の花のからし醤油和え 鶏肉のトマト煮

竹輪の青のり炒め 里芋の煮物 キャベツのゆかりあえ かぼちゃのそぼろ煮 スナップエンドウの炒め物 ナスの炒め物

中華クラゲサラダ わかめとオクラの和え物 かりかりきゅうり 大根のサラダ風和え物 ほうれん草の胡麻和え

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 釜飯　ホタテ 松花堂　オムライス

照り焼き豆腐ハンバーグ 鶏肉のプルコギ ホッケの塩焼き 牛肉のマシュルームソースかけ

かぼちゃの炊き合わせ

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

コンソメスープ 中華スープ 味噌汁 吸い物 コーンスープ 味噌汁 味噌汁

小松菜海苔和え

松花堂　海鮮サラダ　 焼き肉 大根おろしがけ カレイの韓国風グリル

アスパラのバター醤油炒め いんげんと卵の中華風炒め ジャーマンポテト マロニー炒め　生姜風味 松花堂　ミニグラタン ベビーホタテの卵とじ

炭水化物  246.2g

春菊のめんつゆ和え ごぼうの和え物 モロヘイヤのしらす和え 菜の花の湯葉和え 松花堂　ミニケーキ、フルーツ

炭水化物  243.7g

春菊のピーナツ味噌和え

成
分
値

蛋白質  60.3g 蛋白質  69.8g 蛋白質  67.9g 蛋白質  68.9g 蛋白質  66g 蛋白質  62g 蛋白質  61.8g

炭水化物  236.6g 炭水化物  225.3g 炭水化物  242.9g 炭水化物  242.3g 炭水化物  232.6g

12 13 14 15

朝
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

大根コンソメ炒め さつま揚げ煮 きのこピリ辛炒め 里芋のこってり煮

もやしの和え物

味噌汁

春雨の炒め物 ミートボール 野菜とウィンナー炒め

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

きゅうりの青しそ和え

鶏肉のしそゴマ焼き メルルーサの明太マヨネーズ焼き タンドリーポーク

かぼちゃのタンドリーマヨ炒め ふきと筍の塩きんぴら 茄子とごぼう天の蒸し煮 サケの塩焼き

味噌汁 味噌汁

米飯　160ｇ

コンソメスープ
昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

サワラの磯部焼き

ハムのマリネ 白菜のメンマ和え

味噌汁 味噌汁

枝豆のマヨネーズ和え

じゃがいものバーベキュー炒 絹さやの卵とじ ふきと浅利の炒め煮 白菜の炒め物

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

小龍包のスープ煮 さつま芋そぼろ煮 ブロッコリーのソテー マーボー豆腐

中華スープ

厚揚げの甘みそ炒め（家常豆腐） フライ2種盛り合わせ 柚子味噌おでん タラの香草焼き

味噌汁

菜の花と竹輪の酢味噌和え

成
分
値

蛋白質  65.8g 蛋白質  59.1g 蛋白質  63.3g 蛋白質  72.7g

炭水化物  235.1g

青梗菜の和え物 小松菜ドレッシング和え

夕
食

１月　彩ダイニング献立表（１日～１５日）

炭水化物  254g 炭水化物  252.4g 炭水化物  220.5g

こまつ菜の揚げ玉和え


