
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
マミー　74kcal 紅茶  19kcal コーヒー牛乳71kcal

ごはん ごはん
みそ汁 すまし汁
ハンバーグきのこソース もやしとカニカマの さわらのみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き

いんげんのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え 　　　　　中華和え 金平ごぼう
パイン缶 ピーチゼリー 洋梨缶
なすの浅漬け 高菜漬け

607kcal 3.2g 569kcal 3.4g 529kcal 3.3g
カステラ110kcal スイスバウム60kcal セレクト

5 6 7 8 9 10
いちごオレ60kcal アップルティー60kcal オレンジジュース65kcal レモネード30kcal カルピス33kcal グレープジュース71kcal

ごはん ターメリックライス ★七夕ちらし寿司 ごはん ごはん ビーフカレー
すまし汁 コンソメスープ すまし汁 みそ汁 豚汁 コンソメスープ
豚肉の柳川風 タンドリーチキン 天ぷら盛り合わせ かれいの煮付け 鮭の塩焼き キャベツのフレンチサラダ

ﾁﾝｹﾞﾝ菜とじゃこのナムル なすのトマト煮 ほうれん草のごま和え カリフラワーのサラダ 冬瓜と厚揚げの煮物 フルーツヨーグルト

黄桃缶 りんご缶 卵豆腐/杏仁ﾌﾙｰﾂ 刻みたくあん 三色煮豆 福神漬け
昆布の佃煮 さくら漬け きゅうりの浅漬け 洋梨缶 白菜漬け

626kcal 3.3g 550kcal 3.2g 547kcal 3.5g 446kcal 3.0g 508kcal 3.0g 638kcal 3.2g
紫芋まんじゅう105kcal セレクト 季節の和菓子70kcal チョコアイス136kcal 紅茶ケーキ69kcal 今川焼き106kcal

12 13 14 15 16 17
りんごジュース65kcal カルピス33kcal コーヒー牛乳71kcal ココア 108kcal ミルクティー47kcal レモネード30kcal
冷やし中華 ごはん 鶏五目ごはん ごはん ごはん ごはん
冬瓜スープ すまし汁 すまし汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁
かぼちゃの甘煮 ぶりの塩こうじ焼き 擬製豆腐 豚肉のオイスター炒め たらの和風ムニエル 筑前煮
鶏肉とかぶのソテー ひじきの炒め煮 レタスのツナサラダ きゅうりとしらすの アスパラのクリーム煮 チンゲン菜のソテー

フルーツカクテル缶 金時豆煮 白桃缶         　ごま酢和え マンゴー缶 キウイフルーツ
しその実漬け しば漬け みかん缶/つぼ漬け 青かっぱ漬け 梅びしお

535kcal 3.5g 483kcal 3.1g 554kcal 3.3g 490kcal 3.2g 457kcal 3.2g 516kcal 3.3g
マドレーヌ96kcal 人形焼き79kcal セレクト りんごケーキ124kcal 黒糖まんじゅう107kcal コーヒーゼリー78kcal

19 20 21 22 23 24
ほうじ茶ラテ105kcal グレープジュース71kcal マミー　74kcal レモネード30kcal はちみつレモン60kcal チョコミルク104kcal

ごはん ごはん ごはん 夏野菜チキンカレー ごはん 麦ごはん
みそ汁 もずくスープ みそ汁 コンソメスープ 中華スープ みそ汁
さばのおろしがけ かじきの照り焼き 豚肉の生姜焼き シーザーサラダ マーボー豆腐 ほきの野菜蒸し
小松菜の錦糸和え ●ゴーヤチャンプル かぼちゃのミルク煮 フルーツヨーグルト ところてんと とろろ芋
高菜漬け 黄桃缶 赤かっぱ漬け 福神漬け    きゅうりのサラダ うぐいす豆煮
マンゴー缶 漬物 フルーツカクテル缶 スイカ/のり佃煮 さくら漬け

576kcal 3.3g 536kcal 3.1g 558kcal 2.8g 592kcal 3.2g 528kcal 3.4g 432kcal 3.1g
セレクト たいやき100kcal シュークリーム83kcal 栗まんじゅう101kcal 手作り水ようかん96kcal ヨーグルトケーキ63kcal

26 27 28 29 30 31
カルピス33kcal はちみつレモン60kcal いちごオレ60kcal グレープジュース71kcal コーヒー牛乳71kcal りんごジュース65kcal

ごはん ごはん 　【土用の丑の日】 ごはん ごはん ごはん
みそ汁 みそ汁 うなぎちらし丼 すまし汁 みそ汁 みそ汁
赤魚の粕漬け焼き 親子煮 すまし汁 たらの竜田揚げ 蒸し鶏のごまだれがけ 豚肉じゃが
五目豆煮 大根サラダ 冬瓜のうすくず煮 さつま芋のいとこ煮 じゃこと葱の冷やっこ ブロッコリーの卵サラダ

白桃缶 うずら豆煮 白花豆煮 赤かっぱ漬け しば漬け みかん缶
刻みたくあん ザーサイ つぼ漬け 杏仁豆腐 パイン缶 青かっぱ漬け

487kcal 3.2g 616kcal 3.2g 510kcal 3.4g 533kcal 2.8g 512kcal 3.1g 627kcal 3.5g
メロンフルーチェ35kcal エクレア90kcal プリン 73kcal クリームブッセ76kcal セレクト 抹茶まんじゅう110kcal

　それにゴーヤ（にがうり）を使えば「ゴーヤチャンプル」になります。他にも、もやしを使った

　「マーミナチャンプル」、パパイヤの「マンジューイチャンプル」があります。

7月献立表

肉うどん

●７月２０日(火)実施 【沖縄県郷土料理：ゴーヤチャンプル】について
    ゴーヤチャンプルの「ちゃんぷる」とは、沖縄の木綿豆腐を入れた野菜炒めのことです。

　季節の野菜を使い毎日の食卓に欠かせない料理がチャンプルです。（ 出典：日本伝統文化振興機構）

★7月7日（水）に七夕の行事食を予定しています。

＊数字はエネルギーと塩分量です。
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