
 （行政配食）昼食献立幸楽御膳専用電話 024-962-9130

曜日 日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

日 1日1日1日1日 2日2日2日2日 3日3日3日3日

鯵の利休焼き鯵の利休焼き鯵の利休焼き鯵の利休焼き 豚肉ネギ塩たれ豚肉ネギ塩たれ豚肉ネギ塩たれ豚肉ネギ塩たれ

※材料の都合により※材料の都合により※材料の都合により※材料の都合により コンソメ煮コンソメ煮コンソメ煮コンソメ煮 お浸しお浸しお浸しお浸し 行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み

内容を変更することが内容を変更することが内容を変更することが内容を変更することが 野菜炒め野菜炒め野菜炒め野菜炒め 酢味噌和え酢味噌和え酢味噌和え酢味噌和え （自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）

ありますのでありますのでありますのでありますので 小松菜のおかか和え小松菜のおかか和え小松菜のおかか和え小松菜のおかか和え きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー

ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。 カラフル野菜マリネカラフル野菜マリネカラフル野菜マリネカラフル野菜マリネ がんも含め煮がんも含め煮がんも含め煮がんも含め煮

熱量・蛋白質 266kcal・19g266kcal・19g266kcal・19g266kcal・19g 298kcal・18.7g298kcal・18.7g298kcal・18.7g298kcal・18.7g

脂質・塩分 14.1g・2.3g14.1g・2.3g14.1g・2.3g14.1g・2.3g 15.6g・2.4g15.6g・2.4g15.6g・2.4g15.6g・2.4g

日 4日4日4日4日 5日5日5日5日 6日6日6日6日 7日7日7日7日 8日8日8日8日 9日9日9日9日 10日10日10日10日

鮭焼き魚鮭焼き魚鮭焼き魚鮭焼き魚 鶏肉の照り焼き鶏肉の照り焼き鶏肉の照り焼き鶏肉の照り焼き サワラ塩麹つけ焼きサワラ塩麹つけ焼きサワラ塩麹つけ焼きサワラ塩麹つけ焼き 豚肉の生姜焼き豚肉の生姜焼き豚肉の生姜焼き豚肉の生姜焼き たらの西京焼きたらの西京焼きたらの西京焼きたらの西京焼き

行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み 小松菜ソテー小松菜ソテー小松菜ソテー小松菜ソテー 青梗菜ソテー青梗菜ソテー青梗菜ソテー青梗菜ソテー おろしあえおろしあえおろしあえおろしあえ 炒め物炒め物炒め物炒め物 なすの揚げ浸しなすの揚げ浸しなすの揚げ浸しなすの揚げ浸し 行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み

（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中） 金平ごぼう金平ごぼう金平ごぼう金平ごぼう ほうれん草の煮浸しほうれん草の煮浸しほうれん草の煮浸しほうれん草の煮浸し かき揚げかき揚げかき揚げかき揚げ れんこんのぴりから煮れんこんのぴりから煮れんこんのぴりから煮れんこんのぴりから煮 ほうれん草ソテーほうれん草ソテーほうれん草ソテーほうれん草ソテー （自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）

なすの葛あんなすの葛あんなすの葛あんなすの葛あん 野菜のマリネ野菜のマリネ野菜のマリネ野菜のマリネ ぜんまい炒り煮ぜんまい炒り煮ぜんまい炒り煮ぜんまい炒り煮 白菜のなめ茸和え白菜のなめ茸和え白菜のなめ茸和え白菜のなめ茸和え 和風サラダ和風サラダ和風サラダ和風サラダ

ポテトサラダポテトサラダポテトサラダポテトサラダ 味噌炒め味噌炒め味噌炒め味噌炒め 柚子風味和え柚子風味和え柚子風味和え柚子風味和え ドレッシング和えドレッシング和えドレッシング和えドレッシング和え 白菜の酢の物白菜の酢の物白菜の酢の物白菜の酢の物

熱量・蛋白質 260kcal・17.2g260kcal・17.2g260kcal・17.2g260kcal・17.2g 268kcal・19.9g268kcal・19.9g268kcal・19.9g268kcal・19.9g 262kcal・17.5g262kcal・17.5g262kcal・17.5g262kcal・17.5g 268kcal・17.7g268kcal・17.7g268kcal・17.7g268kcal・17.7g 259kcal・18.5g259kcal・18.5g259kcal・18.5g259kcal・18.5g

脂質・塩分 12.7g・2.4g12.7g・2.4g12.7g・2.4g12.7g・2.4g 14.5g・2.2g14.5g・2.2g14.5g・2.2g14.5g・2.2g 14.3g・2.1g14.3g・2.1g14.3g・2.1g14.3g・2.1g 13.4g・2.1g13.4g・2.1g13.4g・2.1g13.4g・2.1g 14.2g・2g14.2g・2g14.2g・2g14.2g・2g

日 11日（山の日）11日（山の日）11日（山の日）11日（山の日） 12日（振替休日）12日（振替休日）12日（振替休日）12日（振替休日） 13日13日13日13日 14日14日14日14日 15日15日15日15日 16日16日16日16日 17日17日17日17日

八宝菜八宝菜八宝菜八宝菜 ぶり照り焼きぶり照り焼きぶり照り焼きぶり照り焼き 鶏肉みそ漬焼鶏肉みそ漬焼鶏肉みそ漬焼鶏肉みそ漬焼 白身魚フライ　トマトソース白身魚フライ　トマトソース白身魚フライ　トマトソース白身魚フライ　トマトソース

行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み 行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み 春雨サラダ春雨サラダ春雨サラダ春雨サラダ ソテーソテーソテーソテー ひじきサラダひじきサラダひじきサラダひじきサラダ ピーマンと竹輪の炒め物ピーマンと竹輪の炒め物ピーマンと竹輪の炒め物ピーマンと竹輪の炒め物 行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み

（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中） （自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中） 竹の子ピリ辛煮竹の子ピリ辛煮竹の子ピリ辛煮竹の子ピリ辛煮 野菜みそ炒め野菜みそ炒め野菜みそ炒め野菜みそ炒め 金平ごぼうカレー風味金平ごぼうカレー風味金平ごぼうカレー風味金平ごぼうカレー風味 炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐 （自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）

炊き合わせ炊き合わせ炊き合わせ炊き合わせ さっぱりサラダさっぱりサラダさっぱりサラダさっぱりサラダ えび青菜のソテーえび青菜のソテーえび青菜のソテーえび青菜のソテー 豚肉の葱炒め豚肉の葱炒め豚肉の葱炒め豚肉の葱炒め

ほうれん草の和え物ほうれん草の和え物ほうれん草の和え物ほうれん草の和え物 南瓜の含め煮南瓜の含め煮南瓜の含め煮南瓜の含め煮 白菜の和え物白菜の和え物白菜の和え物白菜の和え物 レモンサラダレモンサラダレモンサラダレモンサラダ

熱量・蛋白質 266kcal・16.6g266kcal・16.6g266kcal・16.6g266kcal・16.6g 279kcal・16.6g279kcal・16.6g279kcal・16.6g279kcal・16.6g 266kcal・18.3g266kcal・18.3g266kcal・18.3g266kcal・18.3g 302kcal・18.5g302kcal・18.5g302kcal・18.5g302kcal・18.5g

脂質・塩分 14.1g・2.3g14.1g・2.3g14.1g・2.3g14.1g・2.3g 14.4g・2g14.4g・2g14.4g・2g14.4g・2g 13.6g・2.4g13.6g・2.4g13.6g・2.4g13.6g・2.4g 13.2g・1.9g13.2g・1.9g13.2g・1.9g13.2g・1.9g

日 18日18日18日18日 19日19日19日19日 20日20日20日20日 21日21日21日21日 22日22日22日22日 23日23日23日23日 24日24日24日24日

ハンバーグハンバーグハンバーグハンバーグ 魚の香味焼き魚の香味焼き魚の香味焼き魚の香味焼き 鶏肉のからあげ鶏肉のからあげ鶏肉のからあげ鶏肉のからあげ ほっけの漬焼きほっけの漬焼きほっけの漬焼きほっけの漬焼き ポークチャップポークチャップポークチャップポークチャップ

行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み ケチャップ炒めケチャップ炒めケチャップ炒めケチャップ炒め なすの青しそ炒めなすの青しそ炒めなすの青しそ炒めなすの青しそ炒め 小えびのさっぱりサラダ小えびのさっぱりサラダ小えびのさっぱりサラダ小えびのさっぱりサラダ きのことベーコン炒めきのことベーコン炒めきのことベーコン炒めきのことベーコン炒め 高野豆腐の含め煮高野豆腐の含め煮高野豆腐の含め煮高野豆腐の含め煮 行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み

（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中） 大根の煮物大根の煮物大根の煮物大根の煮物 炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐 肉じゃが煮肉じゃが煮肉じゃが煮肉じゃが煮 マーボー茄子マーボー茄子マーボー茄子マーボー茄子 大根のくず煮大根のくず煮大根のくず煮大根のくず煮 （自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）

ゴボウサラダゴボウサラダゴボウサラダゴボウサラダ 野菜サラダ野菜サラダ野菜サラダ野菜サラダ 小松菜の和え物小松菜の和え物小松菜の和え物小松菜の和え物 白菜の煮浸し白菜の煮浸し白菜の煮浸し白菜の煮浸し わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ

白菜の煮浸し白菜の煮浸し白菜の煮浸し白菜の煮浸し 胡瓜の酢の物胡瓜の酢の物胡瓜の酢の物胡瓜の酢の物 ゆず風味和えゆず風味和えゆず風味和えゆず風味和え ごま酢和えごま酢和えごま酢和えごま酢和え 茄子の酢の物茄子の酢の物茄子の酢の物茄子の酢の物

熱量・蛋白質 266kcal・16.6g266kcal・16.6g266kcal・16.6g266kcal・16.6g 259kcal・17g259kcal・17g259kcal・17g259kcal・17g 268kcal・18.1g268kcal・18.1g268kcal・18.1g268kcal・18.1g 263kcal・17.3g263kcal・17.3g263kcal・17.3g263kcal・17.3g 266kcal・17g266kcal・17g266kcal・17g266kcal・17g

脂質・塩分 11.9g・2.2g11.9g・2.2g11.9g・2.2g11.9g・2.2g 12.7g・2.2g12.7g・2.2g12.7g・2.2g12.7g・2.2g 12.1g・2.1g12.1g・2.1g12.1g・2.1g12.1g・2.1g 13.9g・2.2g13.9g・2.2g13.9g・2.2g13.9g・2.2g 12.7g・2.3g12.7g・2.3g12.7g・2.3g12.7g・2.3g

日 25日25日25日25日 26日26日26日26日 27日27日27日27日 28日28日28日28日 29日29日29日29日 30日30日30日30日 31日31日31日31日

照焼きハンバーグ照焼きハンバーグ照焼きハンバーグ照焼きハンバーグ 鰆の柚庵焼き鰆の柚庵焼き鰆の柚庵焼き鰆の柚庵焼き 鶏のねぎ塩焼き鶏のねぎ塩焼き鶏のねぎ塩焼き鶏のねぎ塩焼き アジの照り焼きアジの照り焼きアジの照り焼きアジの照り焼き 豚肉のから味炒め豚肉のから味炒め豚肉のから味炒め豚肉のから味炒め

行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー シリシリシリシリシリシリシリシリ ひじきと蓮根の煮物ひじきと蓮根の煮物ひじきと蓮根の煮物ひじきと蓮根の煮物 ボイル野菜ボイル野菜ボイル野菜ボイル野菜 たまご焼きたまご焼きたまご焼きたまご焼き 行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み行政配食お休み

（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中） 中華煮中華煮中華煮中華煮 南瓜のそぼろ煮南瓜のそぼろ煮南瓜のそぼろ煮南瓜のそぼろ煮 きのこのクリーム煮きのこのクリーム煮きのこのクリーム煮きのこのクリーム煮 野菜揚げ浸し野菜揚げ浸し野菜揚げ浸し野菜揚げ浸し チンゲン菜のわさび和えチンゲン菜のわさび和えチンゲン菜のわさび和えチンゲン菜のわさび和え （自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）（自費注文受付中）

ごま和えごま和えごま和えごま和え ナムルナムルナムルナムル 青梗菜のソテー青梗菜のソテー青梗菜のソテー青梗菜のソテー ピーナツ和えピーナツ和えピーナツ和えピーナツ和え 茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し

野菜マリネ野菜マリネ野菜マリネ野菜マリネ 茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し 和風サラダ和風サラダ和風サラダ和風サラダ ひじき五目煮ひじき五目煮ひじき五目煮ひじき五目煮 きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー

熱量・蛋白質 249kcal・17.7g249kcal・17.7g249kcal・17.7g249kcal・17.7g 310kcal・19.9g310kcal・19.9g310kcal・19.9g310kcal・19.9g 291kcal・17.7g291kcal・17.7g291kcal・17.7g291kcal・17.7g 253kcal・15.8g253kcal・15.8g253kcal・15.8g253kcal・15.8g 264kcal・18.3g264kcal・18.3g264kcal・18.3g264kcal・18.3g

脂質・塩分 13.5g・2.1g13.5g・2.1g13.5g・2.1g13.5g・2.1g 16g・2.4g16g・2.4g16g・2.4g16g・2.4g 14g・2.3g14g・2.3g14g・2.3g14g・2.3g 13.4g・2.2g13.4g・2.2g13.4g・2.2g13.4g・2.2g 14.1g・2.4g14.1g・2.4g14.1g・2.4g14.1g・2.4g

※キャンセルは※キャンセルは※キャンセルは※キャンセルは前日昼１２：００迄前日昼１２：００迄前日昼１２：００迄前日昼１２：００迄ご連絡下さいご連絡下さいご連絡下さいご連絡下さい ※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分より※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分より※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分より※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分よりごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇを加算して下さい。を加算して下さい。を加算して下さい。を加算して下さい。

昼
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昼

昼

昼

昼



  夕食（自費）献立幸楽御膳専用電話 024-962-9130

曜日 日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

日 1日1日1日1日 2日2日2日2日 3日3日3日3日

    豆腐ハンバーグ豆腐ハンバーグ豆腐ハンバーグ豆腐ハンバーグ 魚と野菜の甘辛炒め魚と野菜の甘辛炒め魚と野菜の甘辛炒め魚と野菜の甘辛炒め えびのチリソースえびのチリソースえびのチリソースえびのチリソース

※材料の都合により※材料の都合により※材料の都合により※材料の都合により     サラダ風チキンサラダ風チキンサラダ風チキンサラダ風チキン 揚げ茄子みぞれかけ揚げ茄子みぞれかけ揚げ茄子みぞれかけ揚げ茄子みぞれかけ 人参しりしり人参しりしり人参しりしり人参しりしり

内容を変更することが内容を変更することが内容を変更することが内容を変更することが 揚げ茄子きのこあんかけ揚げ茄子きのこあんかけ揚げ茄子きのこあんかけ揚げ茄子きのこあんかけ 胡瓜の塩昆布和え胡瓜の塩昆布和え胡瓜の塩昆布和え胡瓜の塩昆布和え 菜花の炒め物菜花の炒め物菜花の炒め物菜花の炒め物

ありますのでありますのでありますのでありますので     お浸しお浸しお浸しお浸し ささぎ土佐煮ささぎ土佐煮ささぎ土佐煮ささぎ土佐煮 大豆のひじきの煮物大豆のひじきの煮物大豆のひじきの煮物大豆のひじきの煮物

ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。 ゆかり和えゆかり和えゆかり和えゆかり和え もやしとピーマンのソテーもやしとピーマンのソテーもやしとピーマンのソテーもやしとピーマンのソテー 中華和え中華和え中華和え中華和え

熱量・蛋白質 269kcal・16.4g269kcal・16.4g269kcal・16.4g269kcal・16.4g 281kcal・17.4g281kcal・17.4g281kcal・17.4g281kcal・17.4g 264kcal・17.4g264kcal・17.4g264kcal・17.4g264kcal・17.4g

脂質・塩分 12.6g・2.4g12.6g・2.4g12.6g・2.4g12.6g・2.4g 14.6g・2.3g14.6g・2.3g14.6g・2.3g14.6g・2.3g 12.3g・2.3g12.3g・2.3g12.3g・2.3g12.3g・2.3g

日 4日4日4日4日 5日5日5日5日 6日6日6日6日 7日7日7日7日 8日8日8日8日 9日9日9日9日 10日10日10日10日

鯵の味噌漬焼き鯵の味噌漬焼き鯵の味噌漬焼き鯵の味噌漬焼き キャベツ入りメンチカツキャベツ入りメンチカツキャベツ入りメンチカツキャベツ入りメンチカツ カレイみぞれ酢かけカレイみぞれ酢かけカレイみぞれ酢かけカレイみぞれ酢かけ 牛肉しぐれ煮牛肉しぐれ煮牛肉しぐれ煮牛肉しぐれ煮 さんま塩焼きさんま塩焼きさんま塩焼きさんま塩焼き 酢豚酢豚酢豚酢豚 太刀魚の香味焼き太刀魚の香味焼き太刀魚の香味焼き太刀魚の香味焼き

インゲン磯辺和えインゲン磯辺和えインゲン磯辺和えインゲン磯辺和え きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー 卵焼き卵焼き卵焼き卵焼き 筍の中華風炒め筍の中華風炒め筍の中華風炒め筍の中華風炒め 南瓜の煮付南瓜の煮付南瓜の煮付南瓜の煮付 えのきサラダえのきサラダえのきサラダえのきサラダ ガーリック炒めガーリック炒めガーリック炒めガーリック炒め

鶏肉のマリネ鶏肉のマリネ鶏肉のマリネ鶏肉のマリネ バンバンジーバンバンジーバンバンジーバンバンジー ミネストローネ風ミネストローネ風ミネストローネ風ミネストローネ風 もやしとピーマンの酢和えもやしとピーマンの酢和えもやしとピーマンの酢和えもやしとピーマンの酢和え 鶏と茄子の生姜たれかけ鶏と茄子の生姜たれかけ鶏と茄子の生姜たれかけ鶏と茄子の生姜たれかけ 胡瓜もみ胡瓜もみ胡瓜もみ胡瓜もみ ごぼうのしぐれ煮ごぼうのしぐれ煮ごぼうのしぐれ煮ごぼうのしぐれ煮

厚揚げのガーリック炒め厚揚げのガーリック炒め厚揚げのガーリック炒め厚揚げのガーリック炒め ピーマンと油揚げの和え物ピーマンと油揚げの和え物ピーマンと油揚げの和え物ピーマンと油揚げの和え物 ピーナツ和えピーナツ和えピーナツ和えピーナツ和え ひじき煮ひじき煮ひじき煮ひじき煮 レタスサラダレタスサラダレタスサラダレタスサラダ 茄子のそぼろがけ茄子のそぼろがけ茄子のそぼろがけ茄子のそぼろがけ わかめサラダわかめサラダわかめサラダわかめサラダ

トマト煮トマト煮トマト煮トマト煮 レタスサラダレタスサラダレタスサラダレタスサラダ もやしのナムルもやしのナムルもやしのナムルもやしのナムル にんじんナムルにんじんナムルにんじんナムルにんじんナムル おかか和えおかか和えおかか和えおかか和え 大豆とひじきの煮物大豆とひじきの煮物大豆とひじきの煮物大豆とひじきの煮物 白菜ゆかり和え白菜ゆかり和え白菜ゆかり和え白菜ゆかり和え

熱量・蛋白質 274kcal・22.2g274kcal・22.2g274kcal・22.2g274kcal・22.2g 305kcal・18g305kcal・18g305kcal・18g305kcal・18g 305kcal・17g305kcal・17g305kcal・17g305kcal・17g 284kcal・17g284kcal・17g284kcal・17g284kcal・17g 295kcal・18.8g295kcal・18.8g295kcal・18.8g295kcal・18.8g 308kcal・19.2g308kcal・19.2g308kcal・19.2g308kcal・19.2g 283kcal・17.1g283kcal・17.1g283kcal・17.1g283kcal・17.1g

脂質・塩分 13.3g・2.1g13.3g・2.1g13.3g・2.1g13.3g・2.1g 14.4g・1.8g14.4g・1.8g14.4g・1.8g14.4g・1.8g 15.4g・2g15.4g・2g15.4g・2g15.4g・2g 14.4g・2.1g14.4g・2.1g14.4g・2.1g14.4g・2.1g 14.8g・2g14.8g・2g14.8g・2g14.8g・2g 14.8g・2g14.8g・2g14.8g・2g14.8g・2g 14.5g・2.4g14.5g・2.4g14.5g・2.4g14.5g・2.4g

日 １１日（山の日）１１日（山の日）１１日（山の日）１１日（山の日） 12日（振替休日）12日（振替休日）12日（振替休日）12日（振替休日） 13日13日13日13日 14日14日14日14日 15日15日15日15日 16日16日16日16日 17日17日17日17日

豚肉の細切炒め豚肉の細切炒め豚肉の細切炒め豚肉の細切炒め 白身魚の蒸し物白身魚の蒸し物白身魚の蒸し物白身魚の蒸し物 チキン南蛮チキン南蛮チキン南蛮チキン南蛮 豚肉のネギ炒め豚肉のネギ炒め豚肉のネギ炒め豚肉のネギ炒め 天ぷらの盛り合わせ天ぷらの盛り合わせ天ぷらの盛り合わせ天ぷらの盛り合わせ 鶏肉と野菜塩炒め鶏肉と野菜塩炒め鶏肉と野菜塩炒め鶏肉と野菜塩炒め 蒸鮭和風きのこソース蒸鮭和風きのこソース蒸鮭和風きのこソース蒸鮭和風きのこソース

カリフラワーのスープ煮カリフラワーのスープ煮カリフラワーのスープ煮カリフラワーのスープ煮 えのき酢の物えのき酢の物えのき酢の物えのき酢の物 カラフルピーマンソテーカラフルピーマンソテーカラフルピーマンソテーカラフルピーマンソテー わかめの和え物わかめの和え物わかめの和え物わかめの和え物 高野煮高野煮高野煮高野煮 豆サラダ豆サラダ豆サラダ豆サラダ もやしの炒め物もやしの炒め物もやしの炒め物もやしの炒め物

大根サラダ大根サラダ大根サラダ大根サラダ 豚肉と大根のゴマ味噌炒め豚肉と大根のゴマ味噌炒め豚肉と大根のゴマ味噌炒め豚肉と大根のゴマ味噌炒め ツナ和えツナ和えツナ和えツナ和え 切干大根煮切干大根煮切干大根煮切干大根煮 ピリ辛和えピリ辛和えピリ辛和えピリ辛和え 梅ひじき梅ひじき梅ひじき梅ひじき じゃがいものカレー炒煮じゃがいものカレー炒煮じゃがいものカレー炒煮じゃがいものカレー炒煮

きのこのケチャプ炒めきのこのケチャプ炒めきのこのケチャプ炒めきのこのケチャプ炒め 青梗菜の中華和え青梗菜の中華和え青梗菜の中華和え青梗菜の中華和え ひじき煮付けひじき煮付けひじき煮付けひじき煮付け さつま芋の煮物さつま芋の煮物さつま芋の煮物さつま芋の煮物 茄子の生姜たれかけ茄子の生姜たれかけ茄子の生姜たれかけ茄子の生姜たれかけ 野菜の揚げ浸し野菜の揚げ浸し野菜の揚げ浸し野菜の揚げ浸し ほうれん草のかに風味和えほうれん草のかに風味和えほうれん草のかに風味和えほうれん草のかに風味和え

インゲンごま和えインゲンごま和えインゲンごま和えインゲンごま和え 煮びたし煮びたし煮びたし煮びたし 胡瓜の浅漬け胡瓜の浅漬け胡瓜の浅漬け胡瓜の浅漬け ソテーソテーソテーソテー 中華風和え中華風和え中華風和え中華風和え わかめと筍の旨煮わかめと筍の旨煮わかめと筍の旨煮わかめと筍の旨煮 ツナと人参のサラダツナと人参のサラダツナと人参のサラダツナと人参のサラダ

熱量・蛋白質 293kcal・18.3g293kcal・18.3g293kcal・18.3g293kcal・18.3g 264kcal・20.8g264kcal・20.8g264kcal・20.8g264kcal・20.8g 264kcal・18.9g264kcal・18.9g264kcal・18.9g264kcal・18.9g 303kcal・19.3g303kcal・19.3g303kcal・19.3g303kcal・19.3g 320kcal・19g320kcal・19g320kcal・19g320kcal・19g 309kcal・19.7g309kcal・19.7g309kcal・19.7g309kcal・19.7g 265kcal・20.7g265kcal・20.7g265kcal・20.7g265kcal・20.7g

脂質・塩分 14.9g・2g14.9g・2g14.9g・2g14.9g・2g 12.7g・2.2g12.7g・2.2g12.7g・2.2g12.7g・2.2g 12.6g・2.2g12.6g・2.2g12.6g・2.2g12.6g・2.2g 13g・2.3g13g・2.3g13g・2.3g13g・2.3g 16.3g・1.8g16.3g・1.8g16.3g・1.8g16.3g・1.8g 14.8g・2.4g14.8g・2.4g14.8g・2.4g14.8g・2.4g 11.6g・2.3g11.6g・2.3g11.6g・2.3g11.6g・2.3g

日 18日18日18日18日 19日19日19日19日 20日20日20日20日 21日21日21日21日 22日22日22日22日 23日23日23日23日 24日24日24日24日

鶏肉とねぎのくわ焼き鶏肉とねぎのくわ焼き鶏肉とねぎのくわ焼き鶏肉とねぎのくわ焼き カレイのカレー焼きカレイのカレー焼きカレイのカレー焼きカレイのカレー焼き ダッカルビーダッカルビーダッカルビーダッカルビー     さわら醤油漬け焼きさわら醤油漬け焼きさわら醤油漬け焼きさわら醤油漬け焼き 豚肉塩麹焼き豚肉塩麹焼き豚肉塩麹焼き豚肉塩麹焼き 鶏照り焼き鶏照り焼き鶏照り焼き鶏照り焼き 豚肉の南蛮漬け豚肉の南蛮漬け豚肉の南蛮漬け豚肉の南蛮漬け

キャベツの梅和えキャベツの梅和えキャベツの梅和えキャベツの梅和え ピーマン炒めピーマン炒めピーマン炒めピーマン炒め ほうれん草の生姜和えほうれん草の生姜和えほうれん草の生姜和えほうれん草の生姜和え ほうれん草のごま和えほうれん草のごま和えほうれん草のごま和えほうれん草のごま和え 南瓜のそぼろあん南瓜のそぼろあん南瓜のそぼろあん南瓜のそぼろあん ピーマンソテーピーマンソテーピーマンソテーピーマンソテー 蓮根煮物蓮根煮物蓮根煮物蓮根煮物

きのこベーコン炒めきのこベーコン炒めきのこベーコン炒めきのこベーコン炒め 豚肉キャベツ味噌炒め豚肉キャベツ味噌炒め豚肉キャベツ味噌炒め豚肉キャベツ味噌炒め 切干大根のナムル切干大根のナムル切干大根のナムル切干大根のナムル ふろふき大根ゆずみそふろふき大根ゆずみそふろふき大根ゆずみそふろふき大根ゆずみそ 精進煮精進煮精進煮精進煮 じゃがいものカレー炒煮じゃがいものカレー炒煮じゃがいものカレー炒煮じゃがいものカレー炒煮 おかか和えおかか和えおかか和えおかか和え

ピリ辛和えピリ辛和えピリ辛和えピリ辛和え なめこおろし和えなめこおろし和えなめこおろし和えなめこおろし和え ワカメサラダワカメサラダワカメサラダワカメサラダ     えびレタスサラダえびレタスサラダえびレタスサラダえびレタスサラダ 酢の物酢の物酢の物酢の物 白菜ツナ和え白菜ツナ和え白菜ツナ和え白菜ツナ和え 人参金平人参金平人参金平人参金平

ひじきツナサラダひじきツナサラダひじきツナサラダひじきツナサラダ 白菜のあえもの白菜のあえもの白菜のあえもの白菜のあえもの きのこベーコン炒めきのこベーコン炒めきのこベーコン炒めきのこベーコン炒め     ピーマンの土佐煮ピーマンの土佐煮ピーマンの土佐煮ピーマンの土佐煮 ごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダごぼうサラダ 胡瓜 の昆布和え胡瓜 の昆布和え胡瓜 の昆布和え胡瓜 の昆布和え 茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し茄子の揚げ浸し

熱量・蛋白質 269kcal・19.7g269kcal・19.7g269kcal・19.7g269kcal・19.7g 256kcal・17.3g256kcal・17.3g256kcal・17.3g256kcal・17.3g 270kcal・17.5g270kcal・17.5g270kcal・17.5g270kcal・17.5g 257kcal・19.4g257kcal・19.4g257kcal・19.4g257kcal・19.4g 293kcal・20.3g293kcal・20.3g293kcal・20.3g293kcal・20.3g 259kcal・16.4g259kcal・16.4g259kcal・16.4g259kcal・16.4g 305kcal・18.3g305kcal・18.3g305kcal・18.3g305kcal・18.3g

脂質・塩分 14.2g・2.1g14.2g・2.1g14.2g・2.1g14.2g・2.1g 13.8g・2.3g13.8g・2.3g13.8g・2.3g13.8g・2.3g 13.3g・2.4g13.3g・2.4g13.3g・2.4g13.3g・2.4g 12.9g・2.1g12.9g・2.1g12.9g・2.1g12.9g・2.1g 12.6g・2.4g12.6g・2.4g12.6g・2.4g12.6g・2.4g 12.8g・2.4g12.8g・2.4g12.8g・2.4g12.8g・2.4g 14.4g・2.4g14.4g・2.4g14.4g・2.4g14.4g・2.4g

日 25日25日25日25日 26日26日26日26日 27日27日27日27日 28日28日28日28日 29日29日29日29日 30日30日30日30日 31日31日31日31日

さわら利休焼きさわら利休焼きさわら利休焼きさわら利休焼き 鮭きのこソースかけ鮭きのこソースかけ鮭きのこソースかけ鮭きのこソースかけ 豚肉の味噌炒め豚肉の味噌炒め豚肉の味噌炒め豚肉の味噌炒め 白身魚の香り焼き白身魚の香り焼き白身魚の香り焼き白身魚の香り焼き 豆腐ステーキ豆腐ステーキ豆腐ステーキ豆腐ステーキ カレイの南蛮焼きカレイの南蛮焼きカレイの南蛮焼きカレイの南蛮焼き 鶏天鶏天鶏天鶏天

白菜ゆかり和え白菜ゆかり和え白菜ゆかり和え白菜ゆかり和え 金平牛蒡カレー風味金平牛蒡カレー風味金平牛蒡カレー風味金平牛蒡カレー風味 キャベツのお浸しキャベツのお浸しキャベツのお浸しキャベツのお浸し いんげんとピーマンのソテーいんげんとピーマンのソテーいんげんとピーマンのソテーいんげんとピーマンのソテー ぜんまい炒り煮ぜんまい炒り煮ぜんまい炒り煮ぜんまい炒り煮 お浸しお浸しお浸しお浸し 炊き合わせ炊き合わせ炊き合わせ炊き合わせ

春雨と挽肉の炒め物春雨と挽肉の炒め物春雨と挽肉の炒め物春雨と挽肉の炒め物 いんげんの香り炒めいんげんの香り炒めいんげんの香り炒めいんげんの香り炒め ラタトゥイユラタトゥイユラタトゥイユラタトゥイユ コロコロサラダコロコロサラダコロコロサラダコロコロサラダ 豚肉ケチャップ炒め豚肉ケチャップ炒め豚肉ケチャップ炒め豚肉ケチャップ炒め しめじと筍の旨煮しめじと筍の旨煮しめじと筍の旨煮しめじと筍の旨煮 ドレッシング和えドレッシング和えドレッシング和えドレッシング和え

揚げ茄子みぞれかけ揚げ茄子みぞれかけ揚げ茄子みぞれかけ揚げ茄子みぞれかけ 焼きビーフン焼きビーフン焼きビーフン焼きビーフン 小松菜とベーコンのソテー小松菜とベーコンのソテー小松菜とベーコンのソテー小松菜とベーコンのソテー 茄子のトマト煮茄子のトマト煮茄子のトマト煮茄子のトマト煮 いんげん生姜和えいんげん生姜和えいんげん生姜和えいんげん生姜和え 人参しりしり人参しりしり人参しりしり人参しりしり ツナと人参のサラダツナと人参のサラダツナと人参のサラダツナと人参のサラダ

もやし辛子酢和えもやし辛子酢和えもやし辛子酢和えもやし辛子酢和え 紅白なます紅白なます紅白なます紅白なます 胡瓜とわかめの酢の物胡瓜とわかめの酢の物胡瓜とわかめの酢の物胡瓜とわかめの酢の物 カリフラワーのツナ和えカリフラワーのツナ和えカリフラワーのツナ和えカリフラワーのツナ和え 酢の物酢の物酢の物酢の物 小松菜のおかか和え小松菜のおかか和え小松菜のおかか和え小松菜のおかか和え もやしの金平もやしの金平もやしの金平もやしの金平

熱量・蛋白質 262kcal・16.9g262kcal・16.9g262kcal・16.9g262kcal・16.9g 249kcal・17.8g249kcal・17.8g249kcal・17.8g249kcal・17.8g 310kcal・18.2g310kcal・18.2g310kcal・18.2g310kcal・18.2g 291kcal・15.6g291kcal・15.6g291kcal・15.6g291kcal・15.6g 253kcal・16.1g253kcal・16.1g253kcal・16.1g253kcal・16.1g 264kcal・17.4g264kcal・17.4g264kcal・17.4g264kcal・17.4g 255kcal・21.7g255kcal・21.7g255kcal・21.7g255kcal・21.7g

脂質・塩分 13.8g・2.3g13.8g・2.3g13.8g・2.3g13.8g・2.3g 13.6g・2.4g13.6g・2.4g13.6g・2.4g13.6g・2.4g 13.9g・2.3g13.9g・2.3g13.9g・2.3g13.9g・2.3g 13.3g・2g13.3g・2g13.3g・2g13.3g・2g 12.1g・2.3g12.1g・2.3g12.1g・2.3g12.1g・2.3g 15.8g・2.3g15.8g・2.3g15.8g・2.3g15.8g・2.3g 13.4g・2.2g13.4g・2.2g13.4g・2.2g13.4g・2.2g

※キャンセルは※キャンセルは※キャンセルは※キャンセルは前日昼１２：００迄前日昼１２：００迄前日昼１２：００迄前日昼１２：００迄ご連絡下さいご連絡下さいご連絡下さいご連絡下さい ※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分より※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分より※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分より※ご飯付きの場合は、記載されている栄養成分よりごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇごはん熱量２８５Ｋｃａｌ　蛋白質４．８ｇ　脂質０．７ｇを加算して下さい。を加算して下さい。を加算して下さい。を加算して下さい。

★お知らせ★夕食（自費、献立別）でのお届けもご希望の方はお気軽にご連絡、又は配達員にお申し付け下さい。夕食自費おかずのみ５７０円、ごはん付き６１０円となります。
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