
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
イチゴオレ99kcal 野菜ジュース86kcal ピーチティー38kcal チョコミルク139kcal オレンジジュース84kcal ココア101kcal
チャーハン 五目ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
中華トマトスープ 味噌汁 すまし汁 味噌汁 すまし汁 吉野汁
焼きぎょうざ 白身魚のゆかり焼き サバのみそ煮 鶏肉のレモン焼き さんまの蒲焼き 豚カツ
筍とエビのみそ炒め ｵｸﾗの卵そぼろ和え 蓮根の和風サラダ 彩りごぼう 大根のしそサラダ ほうれん草の千草和え

パイン缶 黄桃缶 ぶどう缶 白菜漬け きゅうりの浅漬け バナナ
しば漬け 桜漬け しその実漬け みかん缶 かのこ豆 田舎漬け

650kcal 5.0g 594kcal 2.4g 515kcal 3.3g 491kcal 2.8g 584kcal 3.2g 637kcal 3.6g
シュークリーム98kcal セレクト 抹茶ゼリー98kcal 紫芋まんじゅう104kcal バームクーヘン132kcal チーズケーキ50kcal

8 9 10 11 12 13
バニラミルク87kcal ぶどうジュース74kcal キャラメルミルク87kcal 牛乳113kcal 抹茶ミルク130kcal ミルクティー85kcal

ごはん キーマカレー ごはん ごはん ごはん ごはん
すまし汁 トマトスープ 味噌汁 春雨スープ 味噌汁 中華スープ
えびイカの海鮮炒め コールスローサラダ 肉豆腐 太刀魚のきのこソース えび団子の炒り煮 チンジャオロース風

ビーンズサラダ りんご缶ヨーグルト ●ナスのずんだ和え● アスパラサラダ ほうれん草のゆかり和え さつま芋サラダ
キウイフルーツ 福神漬け 赤かっぱ漬け あみの佃煮 つぼ漬け 漬物
昆布の佃煮 夏みかん缶 黄桃缶 白花煮豆 パイン缶

499kcal 3.2g 635kcal 3.3g 624kcal 2.8g 539kcal 2.4g 481kcal 3.5g 636kcal 3.0g
コーヒーゼリー110kcal スイートポテト113kcal セレクト サラダせんべい68kcal 水ようかん65kcal クリームブッセ72kcal

15 16 17 18 19 20
ココア101kcal カルピス54kcal 蜂蜜しょうが68kcal 抹茶ミルク130kcal レモネード48kcal オレンジジュース84kcal

ごはん ごはん ごはん ごはん なめこおろしそば ゆかりごはん
コンソメスープ 中華スープ 中華スープ コンソメスープ 中華風冷奴 味噌汁
フライドチキン 回鍋肉 ｴﾋﾞとｱｽﾊﾟﾗの香味炒め ポークチャップ ｽﾞｯｷｰﾆの桜えびｿﾃｰ ホキの野菜あん
きのこ入りｶﾘﾌﾗﾜｰｿﾃｰ かぶと人参の含め煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのくずあん レタスのハムサラダ 洋梨缶入りﾏｽｶｯﾄｾﾞﾘｰ 蓮根の甘酢炒め
ぶどう缶 しば漬け 杏仁豆腐 フルーツカクテル あんず缶
たくあん 夏みかん缶 桜漬け 赤かっぱ漬け しその実漬け

565kcal 3.0g 548kcal 3.9g 532kcal 2.5g 574kcal 3.8g 537kcal 3.3g 523kcal 3.3g
鈴カステラ90kcal プリン105kcal きなこ蒸しパン167kcal ココアワッフル72kcal セレクト たい焼き88kcal

22 23 24 25 26 27
りんごジュース59kcal 紅茶38kcal カフェオレ84kcal レモネード48kcal バニラミルク87kcal イチゴオレ99kcal
ごはん ごはん 麦飯 チキンカレー ごはん ごはん
すまし汁 味噌汁 すまし汁 オニオンスープ 味噌汁 コンソメスープ
牛皿 豆腐チャンプルー 鮭のねぎ蒸し ｷｬﾍﾞﾂのかにかまｻﾗﾀﾞ 牛焼肉 ハンバーグ
ほうれん草のゴマ和え さつま芋の切昆布煮 とろろ芋 ぶどう缶入りﾖｰｸﾞﾙﾄ 蓮根のピリ辛炒め ﾚﾀｽのｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ

金時煮豆 洋梨缶 みかん缶 福神漬け しば漬け 黄桃缶
きゅうりの浅漬け つぼ漬け 青かっぱ漬け フルーツカクテル 白菜漬け

503kcal 3.6g 509kcal 3.0g 425kcal 3.8g 574kcal 4.2g 541kcal 2.8g 561kcal 3.7g
みかんフルーチェ184kcal 雪の宿70kcal 黒糖ケーキ70kcal エクレア69kcal 酒まんじゅう104kcal セレクト

29 30 31
ぶどうジュース74kcal 蜂蜜しょうが68kcal 牛乳113kcal
ごはん ごはん ごはん
味噌汁 すまし汁 コンソメスープ
タラの梅煮 豚しゃぶの香味ｿｰｽ 白身魚フライ
ナスのじゃこ炒め 小松菜のレモン和え ﾚﾀｽのしゃきしゃきｻﾗﾀﾞ

杏仁豆腐 三色煮豆 かぶの浅漬け
田舎漬け あみの佃煮 りんご缶

525kcal 3.3g 505kcal 3.7g 518kcal 3.8g
抹茶水ようかん68kcal もみじまんじゅう84kcal 苺ババロア100kcal

今月は、行事食を実施致しません。また、来月9月21日(水)に【敬老の日】行事食を実施致します。

8月分献立表

〈一口メモ　8月10日(水)実施　【ナスのずんだ和え】について〉
【ナスのずんだ和え】は、千葉県の郷土料理です。素揚げしたナスとすり潰した枝豆を和えた料理です。

野田市、九十九里町をはじめ、長ナス、水ナス、丸ナスなど多様な種類のナスが獲れる千葉県は、収穫量全国

1位の枝豆を使って、この料理を考えたようです。お盆の時期に食べられる料理をどうぞお召し上がりください。


