
  昼食（行政配食）幸楽御膳専用電話 024-962-9130

曜日 日 月 火 水 木 金 土

日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
酢鶏 豆腐ハンバーグおろしポン酢 青椒肉絲 鶏肉黒ごま味噌焼き 麻婆茄子

行政配食お休み ぜんまい煮 人参サラダ 白菜のなめ茸和え 野菜マリネ オムレツ 行政配食お休み
自費注文受付中 胡瓜もみ 牛しぐれ 小松菜の酢味噌和え かつお和え サラダ 自費注文受付中

大根のそぼろがけ もやしの胡麻和え もやしのカレー炒め 大豆の煮物 小松菜のごまあえ
むしなすサラダ 青菜と厚揚げの炒め物 ふきの煮物 ツナサラダ 竹輪と白菜煮

熱量・蛋白質 289kcal・17.7g 295kcal・18.9g 270kcal・17.8g 269kcal・21.1g 285kcal・17.6g

脂質・塩分 13.85g・2.3g 14.7g・2.4g 15.5g・1.7g 13.8g・2.3g 15.1g・2.4g

日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
バンバンジー 鮭のレモン焼き たらの竜田揚げ 鶏肉ときのこの和風炒め ぶり大根

行政配食お休み 高野豆腐煮付 なすの田楽 にんじんシリシリ おろし和え 小松菜の酢味噌和え 行政配食お休み
自費注文受付中 ポトフ 白菜のゆかりあえ 焼き茄子のたれかけ 胡瓜と茄子の中華あえ 金平ごぼう 自費注文受付中

野菜のゆかりあえ 切干大根炒め煮 高野豆腐の含め煮 白菜とツナの煮浸し わかめサラダ
茄子味噌炒め 豆サラダ なめこの酢の物 ソテー カラフルピーマンソテー

熱量・蛋白質 248kcal・19.3g 281kcal・20.6g 266kcal・16.3g 265kcal・18.8g 274kcal・17.8g

脂質・塩分 12.2g・2.4g 14.3g・2.2g 13.7g・2.3g 13.7g・2.1g 13.2g・2.1g

日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
鶏天 さわらの西京焼き 肉じゃが 焼肉 鯵の唐揚げ

行政配食お休み きのこ炒め 青梗菜ソテー ほうれん草炒め サラダ もやしのナムル 行政配食お休み
自費注文受付中 たたきごぼう ひじきの炒り煮物 豚しゃぶ梅風味 竹の子ピリ辛煮 炒り豆腐 自費注文受付中

ふきと筍煮物 おろし和え 白菜煮付け エビのマリネ 鰹和え
小松菜の和え物 おかか和え もやしのお浸し ガーリック炒め 白菜の煮付け

熱量・蛋白質 268kcal・19.9g 263kcal・18g 275kcal・16.6g 258kcal・17.4g 262kcal・18.2g

脂質・塩分 11.9g・2.3g 13.8g・2.4g 13.4g・2.2g 104.4g・2.2g 12.4g・2.3g

日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
鶏肉のおろしあんかけ えびのチリソース 煮込みハンバーグ 鶏肉の治部煮 鯵の塩焼き

行政配食お休み 春雨サラダ 根菜マリネ もやしソテー ピーマンの炒り煮 コールスロー 行政配食お休み
自費注文受付中 牛ごぼう 白菜と鶏肉の煮浸し 野菜のマリネ風 梅ひじき オイスター炒め 自費注文受付中

もやしの中華あえ カリフラワーのサラダ 蒸し魚 青梗菜の中華炒め 白菜の酢の物
からし和え ひじきの炒り煮物 厚揚げ煮 茄子の焼き浸し 牛ごぼう

熱量・蛋白質 270kcal・17.5g 305kcal・20.2g 278kcal・18.5g 264kcal・18.5g 263kcal・17.7g

脂質・塩分 12.4g・2.4g 13.5g・2.3g 13g・2.3g 13.7g・2g 14.3g・2.1g

日 29日 30日 31日

行政配食お休み 行政配食お休み 行政配食お休み ※材料の都合により
自費注文受付中 自費注文受付中 自費注文受付中 内容を変更することが

ありますので
ご了承下さい。

熱量・蛋白質

脂質・塩分

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

昼

2019年12月

昼

昼

昼

昼



  夕食（自費） 幸楽御膳専用電話 024-962-9130

曜日 日 月 火 水 木 金 土

日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
鶏肉の幽庵焼き ぶり照り焼き 赤魚胡麻照り焼き 魚の唐揚げ　野菜マリネ カレイマスタード焼き 鮭の塩麹焼き 和風チキンソテー
小松菜の和え物 さつま芋煮物 胡瓜の酢の物 わかめと筍の旨煮 フレンチサラダ 酢の物 きのこソテー

胡瓜と若芽の三杯酢 白菜の含め煮 鶏肉のｶﾞｰﾘｯｸ炒め お浸し 茄子のカレー炒め かき揚げ トマトビーンズ
きのこと海老の炒めもの 野菜みそ炒め ごぼう土佐煮 野菜の中華和え きのこのクリーム煮 カボチャサラダ 和風サラダ

熱量・蛋白質 281kcal・17.5g 279kcal・16.6g 283kcal・20.4g 286kcal・22.4g 280kcal・21.4g 300kcal・18.4g 284kcal・18.5g
脂質・塩分 14.2g・2.2g 14.4g・2g 13.1g・2g 13.3g・2.1g 15g・2.2g 15.3g・1.3g 14.9g・2g

日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
さわら塩麹つけ焼き すきやき風煮 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 肉じゃが 太刀魚の香味焼き チキン南蛮 たらマヨネーズ焼き

大根サラダ 金平カレー風味 ふきの煮物 ほうれん草炒め 白菜ゆかり和え ピーマンソテー 根菜炒り煮
酢の物 人参のたらこ炒め 白菜のからし和え 豚しゃぶ梅風味 ガーリック炒め ひじき煮付け なめこの和え物

南瓜のそぼろ煮 キャベツのおかか和え チキンソテー もやしのお浸し ごぼうのしぐれ煮 ツナ和え 小エビのサラダ

熱量・蛋白質 280kcal・20.8g 279kcal・18.5g 279kcal・16.5g 284kcal・18.5g 284kcal・17.1g 281kcal・18.5g 282kcal・21.6g
脂質・塩分 20.8g・2.2g 13.5g・2.1g 14.4g・2.1g 13.4g・2.2g 14.4g・2.1g 14.6g・2g 14.9g・2g

日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
カレイみぞれ酢かけ 麻婆豆腐 鶏肉の柚子こしょう焼き 赤魚西京焼き 蒸し鶏あんかけ 厚揚げと豚肉の中華風炒め 豆腐ステーキ

もやしのナムル 南瓜の煮付 中華酢和え 人参金平 小松菜浸し 人参しりしり ごぼうの土佐煮
小松菜ピーナッツ和え なます 高野豆腐の含め煮 茄子の揚げ浸し コロコロサラダ シュウマイ 豚肉の野菜のソテー

ミネストロー風 きのこしぐれ キャベツの炒め物 大根のそぼろあん カレー炒め カリフラワーのあんかけ わさび和え(白菜)

熱量・蛋白質 287kcal・22.7g 290kcal・17g 278kcal・18.5g 279kcal・20.6g 279kcal・19.3g 300kcal・21.9g 307kcal・19.2g
脂質・塩分 12.3g・2g 15.4g・1.6g 13.4g・2g 12.3g・2.1g 13g・2.1g 14g・2.2g 15.9g・2.2g

日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
酢豚 鯵味噌漬焼き 山賊焼き えびフライ たらの竜田揚げ チキンステーキ 鮭焼き魚

大豆とひじきの煮物 隠元磯辺和え れんこんきんぴら ほうれん草のミモザ和え もやしの和え物 青梗菜のソテー 小松菜ソテー
なすのそぼろがけ キャベツトマト煮 白菜の土佐煮 柚子胡椒和え きのこ炒め 切干大根炒め煮 金平ごぼう

えのきサラダ 鶏肉のマリネ おろし和え 鶏肉と野菜のソテー 切干大根煮 サラダ 大学芋

熱量・蛋白質 300kcal・19.7g 285kcal・16.8g 283kcal・18.5g 327kcal・19.5g 298kcal・18.6g 284kcal・17.4g 279kcal・17.9g
脂質・塩分 13.2g・2.2g 13.9g・2.2g 12.1g・2.1g 14.6g・2g 15.6g・2g 13.3g・2.1g 13.1g・2.2g

日 29日 30日 31日
鶏肉チリソースかけ さわら醤油漬焼き 天ぷら盛り合わせ

たたききゅうり のごま和え 高野煮 ※材料の都合により
蓮根のきんぴら えびレタスサラダ 鶏と茄子の生姜たれかけ 内容を変更することが

ほうれん草サラダ ふろふき大根 中華風和え ありますので
ご了承下さい。

熱量・蛋白質 280kcal・18.2g 286kcal・22.4g 307kcal・17.74g
脂質・塩分 13.8g・2.1g 14.9g・2g 15g・1.8g

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