
ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1609kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1607kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1595kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1625kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1622kcal

脂質    39.1g 脂質    37.6g 脂質    42.8g 脂質    34.8g 脂質    30.4g 脂質    44.2g 脂質    37.5g

食塩    9.1g 食塩    8.5g 食塩    8.5g 食塩    9.2g 食塩    9.4g 食塩    9.8g 食塩    8.3g

ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1603kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1600kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1602kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1680kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1595kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ  1601kcal

脂質    34.8g 脂質    38.6g 脂質    37.6g 脂質    44.1g 脂質    45.8g 脂質    46.4g 脂質    38.5g
食塩    8g 食塩    9.5g 食塩    8.8g 食塩    9.7g 食塩    8.7g 食塩    9.3g 食塩    8.6g

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。

19
土

米飯　160ｇ

コンソメスープ

メルルーサのピカタ

ジャーマンポテト

オクラのごま味噌和え

2216 17 18
日 月 火 水 木 金

20 21

朝
食

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

いんげんのそぼろ炒め 野菜と肉のケチャップ炒め じゃが芋のコンソメ煮 菜の花の塩炒め

食パン 米飯　160ｇ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 コーンスープ 味噌汁

がんもの煮物 ミニハンバーグ ごぼうと牛肉の生姜煮

卵豆腐 ごぼうとヒジキの和え物 モロヘイヤの生姜醤油和え 野菜の中華甘酢 白菜のゆかり和え いんげんのマヨネーズ かにかま卵ロール

切干大根の炒め煮 納豆 いなり餃子 豆腐のくず煮 白身魚のフライ ヨーグルト和え エビと玉葱のマリネ

昼
食

カレーライス 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ ソース焼きそば 米飯　160ｇ

青梗菜とえびの卵とじ ホキのムニエル オムレツ ハヤシソース 小龍包のスープ煮

米飯　160ｇ

コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ 中華スープ 味噌汁 味噌汁

鶏肉のうま焼き煮 タラの竜田揚げ

えだ豆サラダ 麻婆春雨風 さつま芋の炒り煮 きゅうりのクラゲ和え 小松菜のにんにく炒め 豆腐のかにあんかけ

絹さやと豆腐のおかか和え サラダスパ もやしのザーサイ和え 青梗菜のポン酢和え

夕
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ わかめごはん

豚のソテーオニオンソース ホッケの香味焼き 豚肉の蒲焼 サワラの味噌煮

じゃがベーコン

米飯　160ｇ 釜飯　鮭

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 吸い物 味噌汁 吸い物

春菊の胡麻和え

松花堂　刺身盛り合わせ サンマの塩焼き つくねの塩だれ

かぼちゃと竹輪の煮物 なすのおろし煮 白菜の炒め煮 カボチャとウインナー炒め 松花堂　炊き合わせ 加賀揚げの煮物

炭水化物  242.8g

キャベツのメンマ和え きゅうりともずくの酢の物 アスパラのごまマヨ ほうれん草の磯部和え 松花堂　焼き物

炭水化物  244g

白菜のしらす昆布

成
分
値

蛋白質  64g 蛋白質  67.1g 蛋白質  63.2g 蛋白質  62.1g 蛋白質  68.8g 蛋白質  61.5g 蛋白質  65.7g

炭水化物  242.6g 炭水化物  233.3g 炭水化物  254.2g 炭水化物  253.3g 炭水化物  237.7g

23 24 25 26 27 28 29

朝
食

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

レンコンとさつま揚げ炒め物 小松菜と春雨の炒め物 海老団子のコンソメ煮 フキの五目炒め

なっとう和え

ロールパン 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

きゅうりと竹輪マヨ和え

炒り豆腐 ロールキャベツのケチャップ煮 じゃが芋とインゲンソテー

磯部フリッター ずいきの炊たん イタリアン金平ごぼう かぼちゃサラダ ４種の野菜寄せ揚げ さつま芋ののハニーソテー

味噌汁

菜の花の酢味噌かけ 竹輪の炒め物 スクランブルエッグ メルルーサの香り焼き 小松菜の煮びたし

味噌汁

佃煮

昼
食

米飯　160ｇ 米飯　160ｇ 米飯　160ｇ きつねうどん 米飯　160ｇ カレイの味噌照り焼き丼 米飯　160ｇ

タンドリーチキン 酢の物（わかめ・きゅうり） 豚の角煮 ブロッコリーのｶﾞｰﾘｯｸソテ‐

味噌汁 コンソメスープ スナップエンドウのバター炒め 味噌汁 味噌汁

豚肉のピカタ

かぼちゃの煮合わせ ぜんまい炒め煮 さつま芋チャウダー ナスの炒め物 青梗菜の中華風 カボチャのベーコンスープ煮

豚肉の塩ダレ焼き 鯵のコチュジャン焼き

酢の物（春雨・きゅうり） キャベツのごま醤油和え 青梗菜のなめ茸和え ワカメのごま風味和え 拌三糸

夕
食

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

味噌汁 吸い物 中華スープ 味噌汁 清汁 味噌汁 味噌汁

シイラの中華あんかけ 豚肉の甘酢炒め 松花堂　天ぷら 鶏肉のはちみつ照り焼き

松花堂　しらすご飯 米飯　160ｇ

鮭のバター焼き

鶏肉とインゲンのオイスタ 鶏とアスパラのバタポン炒め 煮合わせ（高野豆腐） じゃがいものコンビーフ炒め 松花堂　煮合わせ 中華炒り卵 大根の炒め煮

めばるの生姜醤油焼き 京風がんもの炊き合わせ

蛋白質  58.2g 蛋白質  68.5g 蛋白質  61.7g
炭水化物  246.6g

みぞれ和え ひじきの白和え ほうれん草の土佐和え 小松菜の塩ごま油和え 松花堂　蒸しケーキ 菜の花のしらすゴマ昆布

炭水化物  235.9g 炭水化物  262.5g 炭水化物  222.1g 炭水化物  242.8g

小松菜の佃煮和え
成
分
値

蛋白質  64.8g 蛋白質  66.8g 蛋白質  67.9g 蛋白質  60.5g

2月　彩ダイニング献立表（１６日～２９日）

炭水化物  241.8g 炭水化物  239.1g


