
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
レモンティー24kcal オレンジジュース65kcal ミルクティー47kcal マミー74kcal カルピス39kcal コーヒー牛乳65kcal
夏野菜チキンカレー ごはん ごはん ごはん ごはん ☆七夕ちらし☆
コンソメスープ わかめスープ みそ汁 中華スープ 味噌汁 すまし汁
グリーンチーズサラダ 牛肉のたけのこ炒め 豚肉のうま煮 海鮮ｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め サワラの西京焼き ｺｰﾝｺﾛｯｹ＆ｱｼﾞﾌﾗｲ

福神漬け ｷｬﾍﾞﾂのじゃこｻﾗﾀﾞ 焼きナスの煮浸し 人参のｻﾞｰｻｲ和え 里芋の炊合せ 冬瓜のそぼろ煮
ぶどう缶ヨーグルト 洋梨缶 りんご缶 パイン缶 夏みかん缶 七夕ゼリー

たくあん 鯛みそ 桜漬け 青かっぱ漬け しば漬け
665kcal 3.9g 600kcal 2.7g 577kcal 2.7g 527kcal 3.7g 544kcal 3.2g 688kcal 3.8g
ブッセ122kcal かっぱえびせん59kcal 鈴カステラ94kcal ミルクケーキ58kcal セレクト スイスバウム60kcal

8 9 10 11 12 13
イチゴオレ60kcal ピーチティー49kcal ココア106kcal レモネード30kcal 紅茶46kcal ぶどうジュース71kcal

ごはん ごはん ごはん ●ししじゅうしい かおりごはん ごはん
たまごわかめスープ コンソメスープ すまし汁 みそ汁 味噌汁 味噌汁
牛肉のキムチ炒め 鮭のクリーム煮 サバの梅おろし 赤魚のゆずこしょう焼き ｷﾉｺｿｰｽﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 肉団子の甘辛煮
ぜんまいのナムル えんどう豆のﾊﾑｻﾗﾀﾞ 冷奴 ふきと白滝の煮物 きゅうりの酢の物 青梗菜のしょうが和え

黄桃缶 金時煮豆 ぶどう缶 洋梨缶 白桃缶 バナナ
つぼ漬け あみの佃煮 のり佃煮 たくあん 白菜漬け 昆布の佃煮

654kcal 2.8g 603kcal 4.2g 613kcal 2.7g 533kcal 4.3g 564kcal 3.1g 502kcal 3.9g
サラダせんべい68kcal セレクト チーズ蒸しパン172kcal もみじまんじゅう100kcal 紅茶ケーキ69kcal 小倉あんパイ121kcal

15 16 17 18 19 20
りんごジュース65kcal カルピス39kcal コーヒー牛乳65kcal 野菜ジュース26kcal オレンジジュース65kcal レモンティー24kcal
ごはん カレーうどん ごはん ごはん ごはん ごはん
みそ汁 卯の花 すまし汁 コンソメスープ すまし汁 みそ汁
サワラの利休焼 にんじんのたらこ炒め 鶏肉の照り焼き 白身魚のムニエル タラのさらさ蒸し 太刀魚のﾊﾞﾀｰ醤油焼き

いんげんソテー ﾘﾝｺﾞ入り青ﾘﾝｺﾞｾﾞﾘｰ ほうれん草のたまごソテー 白菜の洋風煮 ｽﾞｯｷｰﾆのえびｻﾗﾀﾞ 青菜のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ

漬物 しその実漬け つぼ漬け 洋梨缶 白花煮豆
三色煮豆 パイン缶 みかん缶 青かっぱ漬け たくあん

448kcal 2.7g 703kcal 4.3g 575kcal 3.1g 526kcal 3.2g 506kcal 3.2g 545kcal 2.7g
酒まんじゅう109kcal バームクーヘン105kcal 人形焼107kcal セレクト かっぱえびせん59kcal コーヒーゼリー79kcal

22 23 24 25 26 27
ココア106kcal イチゴオレ60kcal マミー74kcal ミルクティー47kcal レモネード30kcal りんごジュース65kcal

ごはん ごはん ゆかりごはん パセリライス ごはん ジャージャー麺
味噌汁 味噌汁 吉野汁 コンソメスープ 中華スープ シュウマイ
メンチカツ ブリの照焼き サケの香り漬け焼き 鶏肉のﾃﾞﾐｿｰｽかけ 豚肉の甘酢炒め オクラのザーサイ和え

大豆の煮物 青のりポテト かぶのｶﾆｶﾏあん ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾂﾅﾏﾖ和え 大根の青じそサラダ ﾌﾙｰﾂ入りいちごｾﾞﾘｰ

白桃缶 みかん缶 黄桃缶 金時煮豆 キウイフルーツ
しば漬け 赤かっぱ漬け きゅうりの浅漬け 白菜漬け 漬物

556kcal 3.5g 586kcal 3.0g 564kcal 3.2g 594kcal 3.3g 514kcal 2.5g 720kcal 3.5g
セレクト 水ようかん84kcal シュークリーム83kcal スイートポテト123kcal あんドーナツ95kcal 雪の宿70kcal

29 30 31
マミー74kcal 紅茶46kcal カルピス39kcal

ごはん 菜飯 ごはん
味噌汁 ワンタンスープ みそ汁
カレイの煮付け 白身魚の中華あん スパニッシュオムレツ

小松菜のしらす炒め 豆腐のｺﾞﾏﾄﾞﾚｻﾗﾀﾞ 蒸し鶏入り水菜ｻﾗﾀﾞ

りんご缶 夏みかん缶 しば漬け
桜漬け ザーサイ 洋梨缶

458kcal 3.0g 467kcal 3.6g 527kcal 2.7g
エクレア93kcal ワッフル76kcal かっぱえびせん59kcal

7月分献立表

どうぞ、お楽しみに★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊今月は6日（土）に「七夕の行事食」を予定しています。

<7月11日実施　郷土料理【ししじゅうしい】について>
【ししじゅうしい】は沖縄県の郷土料理です。

沖縄県の方言で、「しし」は肉、「じゅうしい」は炊き込みご飯を意味しているそうです。

豚肉、にんじん、昆布などを一緒に炊き込み、しょうがを効かせた味付けとなっております。


