
昼食（行政配食）献立 幸楽御膳専用 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 4日4日4日4日 5日5日5日5日

麻婆春雨麻婆春雨麻婆春雨麻婆春雨 鮭の香り蒸し鮭の香り蒸し鮭の香り蒸し鮭の香り蒸し 鶏肉の中華南蛮漬け鶏肉の中華南蛮漬け鶏肉の中華南蛮漬け鶏肉の中華南蛮漬け ほっけのチャンチャン焼きほっけのチャンチャン焼きほっけのチャンチャン焼きほっけのチャンチャン焼き

大豆胡麻ドレあえ大豆胡麻ドレあえ大豆胡麻ドレあえ大豆胡麻ドレあえ おろし和えおろし和えおろし和えおろし和え 大根の梅あえ大根の梅あえ大根の梅あえ大根の梅あえ ふきと筍の炒め煮ふきと筍の炒め煮ふきと筍の炒め煮ふきと筍の炒め煮 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

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 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 ほうれん草のソテーほうれん草のソテーほうれん草のソテーほうれん草のソテー ピーマンの和え物ピーマンの和え物ピーマンの和え物ピーマンの和え物 自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中

白菜のおかか和え白菜のおかか和え白菜のおかか和え白菜のおかか和え スープ煮スープ煮スープ煮スープ煮 白菜とツナの煮浸し白菜とツナの煮浸し白菜とツナの煮浸し白菜とツナの煮浸し 小松菜のごま和え小松菜のごま和え小松菜のごま和え小松菜のごま和え

もやしソテーもやしソテーもやしソテーもやしソテー 蒸し茄子サラダ蒸し茄子サラダ蒸し茄子サラダ蒸し茄子サラダ

熱量・蛋白質 300kcal・18g300kcal・18g300kcal・18g300kcal・18g 276kcal・19.2g276kcal・19.2g276kcal・19.2g276kcal・19.2g 265kcal・19.9g265kcal・19.9g265kcal・19.9g265kcal・19.9g 269kcal・18.5g269kcal・18.5g269kcal・18.5g269kcal・18.5g

脂質・塩分 15.8g・2.2g15.8g・2.2g15.8g・2.2g15.8g・2.2g 14.8g・1.8g14.8g・1.8g14.8g・1.8g14.8g・1.8g 12.1g・2.1g12.1g・2.1g12.1g・2.1g12.1g・2.1g 13.9g・2.4g13.9g・2.4g13.9g・2.4g13.9g・2.4g

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 11日11日11日11日 12日12日12日12日

おろしハンバーグおろしハンバーグおろしハンバーグおろしハンバーグ 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 さわら田楽焼きさわら田楽焼きさわら田楽焼きさわら田楽焼き 肉団子トマト煮肉団子トマト煮肉団子トマト煮肉団子トマト煮 かれいの煮付けかれいの煮付けかれいの煮付けかれいの煮付け

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 にんじんサラダにんじんサラダにんじんサラダにんじんサラダ 小松菜のごま和え小松菜のごま和え小松菜のごま和え小松菜のごま和え 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 チンゲン菜のあえものチンゲン菜のあえものチンゲン菜のあえものチンゲン菜のあえもの バンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダバンバンジーサラダ 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

自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中 炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐 いんげんの金平いんげんの金平いんげんの金平いんげんの金平 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 野菜のしゃきっと炒め野菜のしゃきっと炒め野菜のしゃきっと炒め野菜のしゃきっと炒め きのこウインナー炒めきのこウインナー炒めきのこウインナー炒めきのこウインナー炒め 自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中

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 ふろふき大根ふろふき大根ふろふき大根ふろふき大根 チキンサラダチキンサラダチキンサラダチキンサラダ ひじき炒り煮物ひじき炒り煮物ひじき炒り煮物ひじき炒り煮物 ほうれん草のり和えほうれん草のり和えほうれん草のり和えほうれん草のり和え

牛しぐれ牛しぐれ牛しぐれ牛しぐれ ハムとカリフラワーのサラダハムとカリフラワーのサラダハムとカリフラワーのサラダハムとカリフラワーのサラダ きのこしぐれきのこしぐれきのこしぐれきのこしぐれ 大根の磯香あえ大根の磯香あえ大根の磯香あえ大根の磯香あえ 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

熱量・蛋白質 282kcal・19.2g282kcal・19.2g282kcal・19.2g282kcal・19.2g 305kcal・19.3g305kcal・19.3g305kcal・19.3g305kcal・19.3g 292kcal・22.3g292kcal・22.3g292kcal・22.3g292kcal・22.3g 261kcal・16.4g261kcal・16.4g261kcal・16.4g261kcal・16.4g 263kcal・16.4g263kcal・16.4g263kcal・16.4g263kcal・16.4g

脂質・塩分 13.8g・2g13.8g・2g13.8g・2g13.8g・2g 15.4g・2.2g15.4g・2.2g15.4g・2.2g15.4g・2.2g 15g・1.9g15g・1.9g15g・1.9g15g・1.9g 13.8g・2.3g13.8g・2.3g13.8g・2.3g13.8g・2.3g 14.7g・2g14.7g・2g14.7g・2g14.7g・2g

日 13日13日13日13日 14日（体育の日）14日（体育の日）14日（体育の日）14日（体育の日） 15日15日15日15日 16日16日16日16日 17日17日17日17日 18日18日18日18日 19日19日19日19日

とんかつおろしポン酢とんかつおろしポン酢とんかつおろしポン酢とんかつおろしポン酢 ポークビーンズポークビーンズポークビーンズポークビーンズ 鯵の南蛮漬け鯵の南蛮漬け鯵の南蛮漬け鯵の南蛮漬け 豚肉の野菜炒め豚肉の野菜炒め豚肉の野菜炒め豚肉の野菜炒め

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 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 胡瓜のレモン漬け胡瓜のレモン漬け胡瓜のレモン漬け胡瓜のレモン漬け 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 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 なめこの酢の物なめこの酢の物なめこの酢の物なめこの酢の物 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

自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中 自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中 鶏と茄子の味噌煮鶏と茄子の味噌煮鶏と茄子の味噌煮鶏と茄子の味噌煮 ふろふき大根ふろふき大根ふろふき大根ふろふき大根 鰹和え鰹和え鰹和え鰹和え ぜんまい煮ぜんまい煮ぜんまい煮ぜんまい煮 自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中

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 ツナサラダツナサラダツナサラダツナサラダ 小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し チキンサラダチキンサラダチキンサラダチキンサラダ

なますなますなますなます きのこしぐれきのこしぐれきのこしぐれきのこしぐれ 茄子のしそ和え茄子のしそ和え茄子のしそ和え茄子のしそ和え 筍のおかか煮筍のおかか煮筍のおかか煮筍のおかか煮

熱量・蛋白質 327kcal・18.9g327kcal・18.9g327kcal・18.9g327kcal・18.9g 266kcal・17g266kcal・17g266kcal・17g266kcal・17g 294kcal・19.1g294kcal・19.1g294kcal・19.1g294kcal・19.1g 277kcal・18.8g277kcal・18.8g277kcal・18.8g277kcal・18.8g

脂質・塩分 14.9g・2.1g14.9g・2.1g14.9g・2.1g14.9g・2.1g 12.7g・2.3g12.7g・2.3g12.7g・2.3g12.7g・2.3g 14.9g・2g14.9g・2g14.9g・2g14.9g・2g 15.2g・2.2g15.2g・2.2g15.2g・2.2g15.2g・2.2g

日 20日20日20日20日 21日21日21日21日 22日（即位礼正殿の儀）22日（即位礼正殿の儀）22日（即位礼正殿の儀）22日（即位礼正殿の儀） 23日23日23日23日 24日24日24日24日 25日25日25日25日 26日26日26日26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 たらの甘酢あんかけたらの甘酢あんかけたらの甘酢あんかけたらの甘酢あんかけ 牛肉オイスター炒め牛肉オイスター炒め牛肉オイスター炒め牛肉オイスター炒め 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

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 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 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 ほうれん草のソテーほうれん草のソテーほうれん草のソテーほうれん草のソテー 大根のくず煮大根のくず煮大根のくず煮大根のくず煮 白菜のピーナッツ和え白菜のピーナッツ和え白菜のピーナッツ和え白菜のピーナッツ和え 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

自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中 チキンとピーマンのマリネチキンとピーマンのマリネチキンとピーマンのマリネチキンとピーマンのマリネ 自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中 柚子胡椒和え柚子胡椒和え柚子胡椒和え柚子胡椒和え 牛蒡ごま和え牛蒡ごま和え牛蒡ごま和え牛蒡ごま和え 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 自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中

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 中華風味噌炒め中華風味噌炒め中華風味噌炒め中華風味噌炒め 炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐炒り豆腐 ひじきのサラダひじきのサラダひじきのサラダひじきのサラダ

おろし和えおろし和えおろし和えおろし和え いんげん生姜和えいんげん生姜和えいんげん生姜和えいんげん生姜和え ゆず香和えゆず香和えゆず香和えゆず香和え 青梗菜の中華和え青梗菜の中華和え青梗菜の中華和え青梗菜の中華和え

熱量・蛋白質 272kcal・16.8g272kcal・16.8g272kcal・16.8g272kcal・16.8g 260kcal・17.4g260kcal・17.4g260kcal・17.4g260kcal・17.4g 294kcal・19.5g294kcal・19.5g294kcal・19.5g294kcal・19.5g 266kcal・18.5g266kcal・18.5g266kcal・18.5g266kcal・18.5g

脂質・塩分 14g・2.3g14g・2.3g14g・2.3g14g・2.3g 13g・2.4g13g・2.4g13g・2.4g13g・2.4g 12.8g・2.3g12.8g・2.3g12.8g・2.3g12.8g・2.3g 12.8g・2.2g12.8g・2.2g12.8g・2.2g12.8g・2.2g

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

牛ごぼう牛ごぼう牛ごぼう牛ごぼう エビカツエビカツエビカツエビカツ 油淋鶏油淋鶏油淋鶏油淋鶏 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

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 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 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 コールスローコールスローコールスローコールスロー きのこ炒めきのこ炒めきのこ炒めきのこ炒め ※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

自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中自費での注文受付中 蒸し茄子梅風味蒸し茄子梅風味蒸し茄子梅風味蒸し茄子梅風味 大根サラダ大根サラダ大根サラダ大根サラダ 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 マーボー茄子マーボー茄子マーボー茄子マーボー茄子 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

高野煮高野煮高野煮高野煮 小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し ほうれん草のり和えほうれん草のり和えほうれん草のり和えほうれん草のり和え 白菜の煮浸し白菜の煮浸し白菜の煮浸し白菜の煮浸し ありますのでありますのでありますのでありますので

ピーマンの胡麻和えピーマンの胡麻和えピーマンの胡麻和えピーマンの胡麻和え もやしの胡麻和えもやしの胡麻和えもやしの胡麻和えもやしの胡麻和え きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー 切り干し大根のごま酢和え切り干し大根のごま酢和え切り干し大根のごま酢和え切り干し大根のごま酢和え ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。

熱量・蛋白質 271kcal・17.5g271kcal・17.5g271kcal・17.5g271kcal・17.5g 261kcal・16.9g261kcal・16.9g261kcal・16.9g261kcal・16.9g 272kcal・18.5g272kcal・18.5g272kcal・18.5g272kcal・18.5g 263kcal・17.3g263kcal・17.3g263kcal・17.3g263kcal・17.3g

脂質・塩分 13.6g・2.4g13.6g・2.4g13.6g・2.4g13.6g・2.4g 14.4g・1.7g14.4g・1.7g14.4g・1.7g14.4g・1.7g 14g・2.4g14g・2.4g14g・2.4g14g・2.4g 13.9g・2.2g13.9g・2.2g13.9g・2.2g13.9g・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。

昼

2019年10月

昼

昼

昼

昼



夕食（自費）献立表 幸楽御膳専用 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 4日4日4日4日 5日5日5日5日

赤魚甘酢あんかけ赤魚甘酢あんかけ赤魚甘酢あんかけ赤魚甘酢あんかけ すきやき風煮すきやき風煮すきやき風煮すきやき風煮     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 鶏大根さっぱり煮鶏大根さっぱり煮鶏大根さっぱり煮鶏大根さっぱり煮     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

白菜酢の物白菜酢の物白菜酢の物白菜酢の物 人参のたらこ炒め人参のたらこ炒め人参のたらこ炒め人参のたらこ炒め 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 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     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

いんげんの炒め物いんげんの炒め物いんげんの炒め物いんげんの炒め物 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 ふろふき大根ふろふき大根ふろふき大根ふろふき大根 野菜コンソメ炒め野菜コンソメ炒め野菜コンソメ炒め野菜コンソメ炒め     揚げ茄子きのこあん揚げ茄子きのこあん揚げ茄子きのこあん揚げ茄子きのこあん

炊き合わせ炊き合わせ炊き合わせ炊き合わせ 小松菜のごま和え小松菜のごま和え小松菜のごま和え小松菜のごま和え     えびサラダえびサラダえびサラダえびサラダ ひじきツナサラダひじきツナサラダひじきツナサラダひじきツナサラダ     お浸しお浸しお浸しお浸し

ほうれん草の胡麻和えほうれん草の胡麻和えほうれん草の胡麻和えほうれん草の胡麻和え おかか和えおかか和えおかか和えおかか和え     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 金平ごぼう金平ごぼう金平ごぼう金平ごぼう ゆかり和えゆかり和えゆかり和えゆかり和え

熱量・蛋白質 302kcal・18.1g302kcal・18.1g302kcal・18.1g302kcal・18.1g 289kcal・17.2g289kcal・17.2g289kcal・17.2g289kcal・17.2g 261kcal・19.4g261kcal・19.4g261kcal・19.4g261kcal・19.4g 249kcal・18.4g249kcal・18.4g249kcal・18.4g249kcal・18.4g 269kcal・16.4g269kcal・16.4g269kcal・16.4g269kcal・16.4g

脂質・塩分 687g・2.4g687g・2.4g687g・2.4g687g・2.4g 602g・2.4g602g・2.4g602g・2.4g602g・2.4g 752g・2.4g752g・2.4g752g・2.4g752g・2.4g 673g・2.4g673g・2.4g673g・2.4g673g・2.4g 632g・2.4g632g・2.4g632g・2.4g632g・2.4g

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 11日11日11日11日 12日12日12日12日

鶏肉の山椒焼き鶏肉の山椒焼き鶏肉の山椒焼き鶏肉の山椒焼き 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 天ぷら盛り合わせ天ぷら盛り合わせ天ぷら盛り合わせ天ぷら盛り合わせ 山賊焼き山賊焼き山賊焼き山賊焼き ほっけの照り焼きほっけの照り焼きほっけの照り焼きほっけの照り焼き 　豚肉の細切り炒め　豚肉の細切り炒め　豚肉の細切り炒め　豚肉の細切り炒め 酢豚酢豚酢豚酢豚

    煮物煮物煮物煮物 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 高野煮高野煮高野煮高野煮 きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー 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 カレースープ煮カレースープ煮カレースープ煮カレースープ煮 えのきサラダえのきサラダえのきサラダえのきサラダ

    酢の物酢の物酢の物酢の物 鶏肉のマリネ鶏肉のマリネ鶏肉のマリネ鶏肉のマリネ ピリ辛和えピリ辛和えピリ辛和えピリ辛和え おろしあえおろしあえおろしあえおろしあえ 五目煮五目煮五目煮五目煮     大根サラダ大根サラダ大根サラダ大根サラダ 胡瓜もみ胡瓜もみ胡瓜もみ胡瓜もみ

大根の磯香あえ大根の磯香あえ大根の磯香あえ大根の磯香あえ 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 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 れんこんきんぴられんこんきんぴられんこんきんぴられんこんきんぴら 春雨と挽肉のソテー春雨と挽肉のソテー春雨と挽肉のソテー春雨と挽肉のソテー     きのこのケチャップ炒めきのこのケチャップ炒めきのこのケチャップ炒めきのこのケチャップ炒め なすのそぼろがけなすのそぼろがけなすのそぼろがけなすのそぼろがけ

きのこウインナー炒めきのこウインナー炒めきのこウインナー炒めきのこウインナー炒め キャベツトマト煮キャベツトマト煮キャベツトマト煮キャベツトマト煮 中華風和え中華風和え中華風和え中華風和え 白菜の土佐煮白菜の土佐煮白菜の土佐煮白菜の土佐煮 大根のマリネ大根のマリネ大根のマリネ大根のマリネ いんげんごま和えいんげんごま和えいんげんごま和えいんげんごま和え 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

熱量・蛋白質 251kcal・17.7g251kcal・17.7g251kcal・17.7g251kcal・17.7g 285kcal・16.8g285kcal・16.8g285kcal・16.8g285kcal・16.8g 306kcal・18.8g306kcal・18.8g306kcal・18.8g306kcal・18.8g 290kcal・18.9g290kcal・18.9g290kcal・18.9g290kcal・18.9g 281kcal・17.4g281kcal・17.4g281kcal・17.4g281kcal・17.4g 293kcal・18.3g293kcal・18.3g293kcal・18.3g293kcal・18.3g 308kcal・19.2g308kcal・19.2g308kcal・19.2g308kcal・19.2g

脂質・塩分 615g・2.2g615g・2.2g615g・2.2g615g・2.2g 697g・2.2g697g・2.2g697g・2.2g697g・2.2g 639g・2.1g639g・2.1g639g・2.1g639g・2.1g 700g・2g700g・2g700g・2g700g・2g 799g・2.4g799g・2.4g799g・2.4g799g・2.4g 643g・2g643g・2g643g・2g643g・2g 788g・2g788g・2g788g・2g788g・2g

日 13日13日13日13日 14日（体育の日）14日（体育の日）14日（体育の日）14日（体育の日） 15日15日15日15日 16日16日16日16日 17日17日17日17日 18日18日18日18日 19日19日19日19日

てりやきハンバーグてりやきハンバーグてりやきハンバーグてりやきハンバーグ     揚げ魚のあんかけ揚げ魚のあんかけ揚げ魚のあんかけ揚げ魚のあんかけ 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 鶏肉のカレーソテー鶏肉のカレーソテー鶏肉のカレーソテー鶏肉のカレーソテー     マーボー豆腐マーボー豆腐マーボー豆腐マーボー豆腐     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 甘酢炒め甘酢炒め甘酢炒め甘酢炒め

きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー 里芋のそぼろ里芋のそぼろ里芋のそぼろ里芋のそぼろ じゃがいものカレー風味じゃがいものカレー風味じゃがいものカレー風味じゃがいものカレー風味 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 南瓜の煮付け南瓜の煮付け南瓜の煮付け南瓜の煮付け 卵焼き卵焼き卵焼き卵焼き ひじき炒煮ひじき炒煮ひじき炒煮ひじき炒煮

カリフラワーの中華煮カリフラワーの中華煮カリフラワーの中華煮カリフラワーの中華煮 ピーマンのカレー風味ピーマンのカレー風味ピーマンのカレー風味ピーマンのカレー風味 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 なめこの和え物なめこの和え物なめこの和え物なめこの和え物     きのこしぐれきのこしぐれきのこしぐれきのこしぐれ     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 中華サラダ中華サラダ中華サラダ中華サラダ

ごま和えごま和えごま和えごま和え 茄子の含め煮茄子の含め煮茄子の含め煮茄子の含め煮 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 茄子の田楽茄子の田楽茄子の田楽茄子の田楽     なますなますなますなます 小松菜ピーナッツ和え小松菜ピーナッツ和え小松菜ピーナッツ和え小松菜ピーナッツ和え 和え物和え物和え物和え物

野菜のマリネ野菜のマリネ野菜のマリネ野菜のマリネ 青梗菜のゴマ和え青梗菜のゴマ和え青梗菜のゴマ和え青梗菜のゴマ和え ピリから炒めピリから炒めピリから炒めピリから炒め     中華風味噌炒め中華風味噌炒め中華風味噌炒め中華風味噌炒め     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 小松菜ソテー小松菜ソテー小松菜ソテー小松菜ソテー

熱量・蛋白質 291kcal・17.7g291kcal・17.7g291kcal・17.7g291kcal・17.7g 276kcal・17.7g276kcal・17.7g276kcal・17.7g276kcal・17.7g 288kcal・19.9g288kcal・19.9g288kcal・19.9g288kcal・19.9g 250kcal・17.7g250kcal・17.7g250kcal・17.7g250kcal・17.7g 285kcal・18.8g285kcal・18.8g285kcal・18.8g285kcal・18.8g 281kcal・16.4g281kcal・16.4g281kcal・16.4g281kcal・16.4g 271kcal・18.2g271kcal・18.2g271kcal・18.2g271kcal・18.2g

脂質・塩分 800g・2.3g800g・2.3g800g・2.3g800g・2.3g 699g・2.6g699g・2.6g699g・2.6g699g・2.6g 718g・2.3g718g・2.3g718g・2.3g718g・2.3g 546g・2.3g546g・2.3g546g・2.3g546g・2.3g 760g・1.6g760g・1.6g760g・1.6g760g・1.6g 766g・1.9g766g・1.9g766g・1.9g766g・1.9g 755g・2.2g755g・2.2g755g・2.2g755g・2.2g

日 20日20日20日20日 21日21日21日21日 22日（即位礼正殿の儀）22日（即位礼正殿の儀）22日（即位礼正殿の儀）22日（即位礼正殿の儀） 23日23日23日23日 24日24日24日24日 25日25日25日25日 26日26日26日26日

魚の唐揚げ野菜マリネ魚の唐揚げ野菜マリネ魚の唐揚げ野菜マリネ魚の唐揚げ野菜マリネ 牛肉の香り焼き牛肉の香り焼き牛肉の香り焼き牛肉の香り焼き 豚肉のデミグラスソースがけ豚肉のデミグラスソースがけ豚肉のデミグラスソースがけ豚肉のデミグラスソースがけ 鶏治部煮鶏治部煮鶏治部煮鶏治部煮 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 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

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     青菜と油揚げの煮物青菜と油揚げの煮物青菜と油揚げの煮物青菜と油揚げの煮物 ツナと大根の煮物ツナと大根の煮物ツナと大根の煮物ツナと大根の煮物 根菜きんぴら根菜きんぴら根菜きんぴら根菜きんぴら 人参しりしり人参しりしり人参しりしり人参しりしり さつま芋煮物さつま芋煮物さつま芋煮物さつま芋煮物 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

鶏肉と野菜の中華和え鶏肉と野菜の中華和え鶏肉と野菜の中華和え鶏肉と野菜の中華和え キャベツの葱ソースがけキャベツの葱ソースがけキャベツの葱ソースがけキャベツの葱ソースがけ 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 キャベツのペペロンチーノ風キャベツのペペロンチーノ風キャベツのペペロンチーノ風キャベツのペペロンチーノ風 菜花とキャベツの炒め物菜花とキャベツの炒め物菜花とキャベツの炒め物菜花とキャベツの炒め物 野菜みそ炒め野菜みそ炒め野菜みそ炒め野菜みそ炒め 大豆の五目煮大豆の五目煮大豆の五目煮大豆の五目煮

お浸しお浸しお浸しお浸し もやしのカレー炒めもやしのカレー炒めもやしのカレー炒めもやしのカレー炒め えのき酢の物えのき酢の物えのき酢の物えのき酢の物 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 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 白菜の含め煮白菜の含め煮白菜の含め煮白菜の含め煮 おかか和えおかか和えおかか和えおかか和え

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 牛蒡土佐煮牛蒡土佐煮牛蒡土佐煮牛蒡土佐煮 青梗菜ソテー青梗菜ソテー青梗菜ソテー青梗菜ソテー 白菜のごま和え白菜のごま和え白菜のごま和え白菜のごま和え 中華和え中華和え中華和え中華和え 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 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

熱量・蛋白質 268kcal・19.5g268kcal・19.5g268kcal・19.5g268kcal・19.5g 272kcal・19.6g272kcal・19.6g272kcal・19.6g272kcal・19.6g 262kcal・18.9g262kcal・18.9g262kcal・18.9g262kcal・18.9g 260kcal・12.3g260kcal・12.3g260kcal・12.3g260kcal・12.3g 294kcal・17.4g294kcal・17.4g294kcal・17.4g294kcal・17.4g 266kcal・16.8g266kcal・16.8g266kcal・16.8g266kcal・16.8g 263kcal・20.8g263kcal・20.8g263kcal・20.8g263kcal・20.8g

脂質・塩分 14g・2.3g14g・2.3g14g・2.3g14g・2.3g 13.3g・2.3g13.3g・2.3g13.3g・2.3g13.3g・2.3g 13.4g・2.3g13.4g・2.3g13.4g・2.3g13.4g・2.3g 12.3g・2.2g12.3g・2.2g12.3g・2.2g12.3g・2.2g 12.3g・2.3g12.3g・2.3g12.3g・2.3g12.3g・2.3g 13g・2.3g13g・2.3g13g・2.3g13g・2.3g 11.1g・2.3g11.1g・2.3g11.1g・2.3g11.1g・2.3g

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

豚肉しゃぶしゃぶ風豚肉しゃぶしゃぶ風豚肉しゃぶしゃぶ風豚肉しゃぶしゃぶ風 さわら照煮さわら照煮さわら照煮さわら照煮 豚肉しぐれ煮豚肉しぐれ煮豚肉しぐれ煮豚肉しぐれ煮 鮭の塩麹漬焼鮭の塩麹漬焼鮭の塩麹漬焼鮭の塩麹漬焼 和風チキンソテー和風チキンソテー和風チキンソテー和風チキンソテー

お浸しお浸しお浸しお浸し 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 ごま和えごま和えごま和えごま和え 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 きのこソテーきのこソテーきのこソテーきのこソテー ※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

たまご焼きたまご焼きたまご焼きたまご焼き ポテト煮ポテト煮ポテト煮ポテト煮 切干大根の煮付け切干大根の煮付け切干大根の煮付け切干大根の煮付け 白菜たらこ和え白菜たらこ和え白菜たらこ和え白菜たらこ和え キャベツ和風サラダキャベツ和風サラダキャベツ和風サラダキャベツ和風サラダ 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

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 お浸しお浸しお浸しお浸し 小松菜ナムル小松菜ナムル小松菜ナムル小松菜ナムル かき揚げかき揚げかき揚げかき揚げ 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 ありますのでありますのでありますのでありますので

小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し小松菜の煮浸し 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 焼きビーフン焼きビーフン焼きビーフン焼きビーフン 酢の物酢の物酢の物酢の物 トマトビーンズトマトビーンズトマトビーンズトマトビーンズ ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。ご了承下さい。

熱量・蛋白質 260kcal・16.4g260kcal・16.4g260kcal・16.4g260kcal・16.4g 271kcal・19.6g271kcal・19.6g271kcal・19.6g271kcal・19.6g 261kcal・17.4g261kcal・17.4g261kcal・17.4g261kcal・17.4g 272kcal・18.4g272kcal・18.4g272kcal・18.4g272kcal・18.4g 263kcal・19.1g263kcal・19.1g263kcal・19.1g263kcal・19.1g

脂質・塩分 14.2g・2g14.2g・2g14.2g・2g14.2g・2g 13g・2.4g13g・2.4g13g・2.4g13g・2.4g 13.3g・2.1g13.3g・2.1g13.3g・2.1g13.3g・2.1g 13.5g・1.9g13.5g・1.9g13.5g・1.9g13.5g・1.9g 11.6g・2g11.6g・2g11.6g・2g11.6g・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。
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