
目玉焼き

大根サラダ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1668kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1621kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1605kcal

脂質    36.1g 脂質    46.8g 脂質    43.5g

食塩    8.6g 食塩    7.7g 食塩    8.4g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1598kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1619kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1615kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1657kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal

脂質    43.7g 脂質    34g 脂質    35.3g 脂質    30.7g 脂質    43.8g 脂質    39.6g 脂質    37g

食塩    8.4g 食塩    8.7g 食塩    9.5g 食塩    9.4g 食塩    8.8g 食塩    9.1g 食塩    8.6g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1604kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1609kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1669kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1593kcal

脂質    41.5g 脂質    41.6g 脂質    44.4g 脂質    45g 脂質    39.8g 脂質    44.2g

食塩    9.4g 食塩    8.1g 食塩    9.6g 食塩    7.8g 食塩    9.6g 食塩    8.2g
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。

18
日 月 火 水 木 金 土
12 13 14 15 16 17

ホットケーキ 米飯　160ｇ

味噌汁 コンソメスープ 味噌汁
朝
食

米飯　160ｇ

ひじきとオクラドレッシング和え ミニロールキャべツ

魚肉ソーセージとエンドウ炒め クラムチャウダー 竹輪と野菜の炒め物

かぼちゃのいとこ煮 モロヘイヤのめんつゆ和え

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ
昼
食

シーフードカレー

豚肉とアスパラのバタポン酢 牛肉ケチャップ炒め スペイン風オムレツ

コールスローサラダ きんちゃく煮 豆腐と小松菜のおかか炒め

吸い物 味噌汁 味噌汁

白菜の生姜和え

夕
食

わかめごはん 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

きゅうりと春雨の酢の物

豚肉の漬け焼き

松花堂　炊き合わせ 鶏団子と野菜のコンソメ煮 ブロッコリのツナ炒め

松花堂　刺身盛り合わせ 赤魚の塩焼き

炭水化物  273.6g 炭水化物  230.5g 炭水化物  234.2g

切干大根の中華風サラダ

成
分
値

蛋白質  59.7g 蛋白質  64.7g 蛋白質  61.7g

松花堂　焼き物 えのきとオクラのわさび和え

19 20 21 22 23 24 25

朝
食

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

なすのピリ辛炒め煮 海老団子のスープ煮 青梗菜と鶏肉の炒め物 ひじき豆

食パン 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 野菜とウインナのコンソメ煮 味噌汁

豆腐とベーコンのソテー オムレツ ちくわの甘辛炒め

蒸ししゅうまい トロロ芋 オクラのおかず和え ほうれん草と油揚げの和え物 フライドフィッシュ 青梗菜の和え物 小松菜からし和え

納豆 棒棒鶏 赤ウインナーソテー マイタケのソテー 白菜の塩昆布和え フルーツカクテル もずく酢

昼
食 お楽しみメニュー

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 胡麻おにぎり 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 豚照り焼き丼

味噌汁 中華スープ かきあげそば 味噌汁 味噌汁 味噌汁

シルバーのみりん焼き 餃子 さつま芋の甘辛炒め 鶏肉の塩麹焼き アジのさっぱり煮 さつま芋の煮物

さつま揚げ五目炒り煮 カニ玉 青菜のなめたけ和え 野菜のごった煮 わらびの炒め物 春菊の和え物

ゴボウの味噌マヨ和え キャベツと中華クラゲ和え モロヘイヤのねばねば和え アスパラとハムの洋風胡麻和え

夕
食

米飯　160ｇ 釜飯　カニ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　しらすご飯

ホッケの生姜漬け焼き 豚とれん根の照り煮 鰆の粕漬け焼き 鶏肉の中華炒め

厚揚げの煮物

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 中華スープ 吸い物 味噌汁 味噌汁

ほうれん草の海苔和え

松花堂　天ぷら とんかつ カレイのみりん焼き

じゃが芋のみそバター煮 豆腐チャンプル じゃが芋の煮物 ナスと加賀揚げの煮物 松花堂　煮合わせ そら豆のハーブソテー

炭水化物  228.7g

もやしの梅ナムル ベビーホタテの和え物 大根の和え物 カリフラワーの胡麻和え 松花堂　蒸しケーキ

炭水化物  240.4g

なすの生姜醤油和え

成
分
値

蛋白質  66.9g 蛋白質  69.8g 蛋白質  63g 蛋白質  58.4g 蛋白質  69g 蛋白質  68.4g 蛋白質  68.4g

炭水化物  249.9g 炭水化物  246.8g 炭水化物  272.8g 炭水化物  239.2g 炭水化物  237.5g

26 27 28 29 30 31

朝
食

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

大根金平 スクランブルエッグ ぜんまいの煮物

絹さやの土佐和え

ミックスサンドイッチ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ

いんげんの香味そぼろ炒め 小松菜の炒め煮 ポテトのミートソース焼き

ずいきの炊たん ウィンナーソテー 白身魚の一口フライ 春菊のピーナツ味噌和え なっとう和え 盛り合わせサラダ

なめ茸和え 高野豆腐含め煮 若竹煮 ビーフン炒め パイン缶

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ きつねうどん 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 野菜卵焼き コンソメスープ 味噌汁 味噌汁

メルルーサの梅かつお焼き 豚肉の竜田焼き モロヘイヤの和え物 ガーリックポーク 鮭の塩ダレ焼き スパイシーチキン

一口大根煮 エンドウと卵炒め 豆腐ときのこのくず煮 鶏ナス味噌炒め アスパラベーコン

白菜の青のり和え オクラのおかか和え もやしとキクラゲの和え物 キャベツのナムル ごぼうサラダ

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 松花堂　チャーハン

焼き肉 赤魚のもろみ焼き 鶏肉のピカタ さんまの甘露煮

米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 吸い物 中華スープ 味噌汁

ほうれん草となめこの和え物

松花堂　エビチリ シイラの西京焼き

信田煮 さつま芋の揚げ煮 かぼちゃ炊き合わせ 牛肉野菜炒め 松花堂　点心盛り合わせ きんちゃく煮

スパゲティサラダ ほうれん草の白和え 菜の花の辛し和え 大根の甘酢 松花堂　中華サラダ

炭水化物  222.7g

成
分
値

蛋白質  67.2g 蛋白質  60.3g 蛋白質  59.6g 蛋白質  60g 蛋白質  59g

１月　彩ダイニング献立表（１６日～３１日）

蛋白質  69.7g

炭水化物  230.7g 炭水化物  238.3g 炭水化物  231.4g 炭水化物  231.3g 炭水化物  262.7g


