
　梅雨入りしたものの、雨はあまり降らず日中帯は汗ばむ程の気温です。
6月より、麺料理は夏仕様で出汁が温かいものから冷たいものにいくつか変更し

・7月7日(水）昼食・・・七夕メニュー ています。　お風呂後の冷たい蕎麦は、あっという間に皆さん完食されます。
・7月14日(水）昼食・・・お楽しみメニュー 　今月のお楽しみメニューは、【トルコライス】です。大人のお子様ランチと
・7月28日(水）昼食・・・土用の丑メニュー 別名言われており、ピラフ・とんかつ・スパゲティの盛り合わせになっています。

ご当地料理になりますが、楽しんでいただけたらと思います。(管理栄養士　Y)

●今月の行事食●

かぼちゃとｳｲﾝﾅｰの豆乳煮 白菜の煮浸し

人参ｻﾗﾀﾞ ﾁﾝｹﾞﾝ菜のごま醤油和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの酢漬け 玉葱とﾜｶﾒのﾎﾟﾝ酢和え ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 春雨ｻﾗﾀﾞ

米飯

豚肉のみそ漬焼き たらの甘酢あんかけ ﾋﾚかつ ﾎｷのﾑﾆｴﾙ　味噌ﾏﾖかけ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの野菜ﾄﾏﾄｿｰｽかけ さわらの梅肉焼き
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

厚揚げと根菜の煮物 さつまいもの甘煮 冬瓜のﾂﾅ煮 金平ごぼう

いんげんとはんぺんのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞかけ

みそ汁(もやし) ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) すいか オレンジゼリー ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) 中華コーンスープ

米飯

ｼｲﾗの山椒煮 牛皿 青菜とかまぼこの炒め物 天ぷら盛り合わせ 彩り擬製豆腐 回鍋肉
昼

麦ごはん 米飯 うな丼 鶏みぞれそば 米飯

ほうれん草としらすのお浸し ｵｸﾗとみょうがの和え物 豆腐の赤だし 和え物（しろな・人参）

アップルジュース

牛乳 コーンスープ

小松菜のおみそ汁

アメリカンワッフル

元気ヨーグルト ささみと野菜のソテー じゃが芋のコンソメ煮 ふりかけ(ｼｿ) ブロッコリーのツナサラダ 元気ヨーグルト

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ レモンフラワーパン いちごジャムパン 米飯 マロンファンシー

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 かんぴょうの煮物

令和03年07月26日(月) 令和03年07月27日(火) 令和03年07月28日(水) 令和03年07月29日(木) 令和03年07月30日(金) 令和03年07月31日(土)

レバーもやし炒め 冬瓜の煮物 野菜のﾄﾏﾄ煮

お吸い物(とろろ昆布) ﾅﾑﾙ ｵｸﾗのなめたけ和え 小松菜の辛子和え ごぼうｻﾗﾀﾞ 赤だし(なめこ) 白菜の和え物

米飯 米飯

ﾏｽの南蛮漬け ｽﾀﾐﾅ炒め さわらのﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き あじの味噌漬け焼き 揚げ鶏のｵﾆｵﾝｿｰｽ ぶりの照り焼き 鶏のﾑﾆｴﾙ
夕

米飯 米飯 米飯 麦ごはん 米飯

ﾋﾟｰﾏﾝのｵｲｽﾀｰ炒め ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ・ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ だいこんと竹の子の鳴門煮 さつまいもとさつま揚げの煮物

五目白和え

ひじきのごまサラダ ﾋﾟｰﾁｾﾞﾘｰ ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) かき玉汁 ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え(ﾏﾝｺﾞｰ) 春雨スープ

煮奴 小松菜とさつま揚げの炒め煮 しろなのお浸し 具沢山汁 なすのﾎﾟﾝ酢和え アスパラガスとコーンのサラダ

ひらすの塩麹焼き 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ ｷｬﾍﾞﾂの塩昆布和え ﾒﾊﾞﾙの煮付け じゃがいものソテー えびと卵の中華炒め
昼

米飯 米飯 肉うどん 豚丼 米飯 鶏肉と豆のｶﾚｰ 米飯

親子煮

オレンジジュース

牛乳

うまい菜のおみそ汁

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 里芋の煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

ソーセージと野菜ソテー ほうれん草とベーコンのソテー ふりかけ(ｶﾂｵ) ブロッコリーサラダ 元気ヨーグルト 野菜サラダ

令和03年07月25日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｲﾁｺﾞ食ﾊﾟﾝ りんりんりんご おいもちゃん 米飯 レーズンペストリー ハンバーガー メロンパン

元気ヨーグルト

令和03年07月19日(月) 令和03年07月20日(火) 令和03年07月21日(水) 令和03年07月22日(木) 令和03年07月23日(金) 令和03年07月24日(土)

ｲｶと里芋の煮物 れんこん炒め かぼちゃの煮物

大根とささみのｻﾗﾀﾞ きゅうりとｶﾘﾌﾗﾜｰの酢の物 ほうれん草の和え物 白菜のお浸し ｵｸﾗのおかか和え 杏仁豆腐 もずく酢

米飯 米飯

牛肉の山椒煮 さわらのみそ焼き ﾒﾊﾞﾙの香味焼き ｼｲﾗの漬焼き 豚肉のごまみそ炒め ほっけのねぎﾎﾟﾝ酢焼き 豚肉の塩炒め
夕

米飯 米飯 米飯 麦ごはん 米飯

ﾁﾝｹﾞﾝ菜とちくわの炒め物 ひじきの煮物 野菜のｶﾚｰｿﾃｰ だいこんのかにあんかけ

冬瓜のくず煮
コンソメスープ（ポテト・玉葱） ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ トマトコンソメスープ みそ汁(卵) ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨)

シルバーサラダ さつまいもｻﾗﾀﾞ コンソメスープ ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ ﾁﾝｹﾞﾝ菜とはんぺんの和え物 高野豆腐とふきの煮物

金平れんこん ビーンズサラダ ﾐｰﾄﾛｰﾌ ﾎｷの揚げおろし煮 ポークソテーサルサ風 さばの生姜煮
昼

米飯 塩焼きそば トルコライス 米飯 米飯 米飯 麦ごはん
たらのフライ・オニオンリング

アップルジュース

牛乳

チンゲン菜のおみそ汁

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 ツナとさといもの煮物 牛乳 コーンスープ

野菜のスープ煮 ハムと花野菜のサラダ ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) かぼちゃのクリーム煮 元気ヨーグルト コーンソテー

令和03年07月18日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ クリームエスカルゴパン レーズンドック 米飯 黒糖ロール ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾙｸﾊﾟﾝ ロールパン

元気ヨーグルト

令和03年07月12日(月) 令和03年07月13日(火) 令和03年07月14日(水) 令和03年07月15日(木) 令和03年07月16日(金) 令和03年07月17日(土)

里芋の煮っころがし ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま和え さつまいもの煮物
ﾁﾝｹﾞﾝ菜といかのわさび和え 白菜とかにかまの和え物 ブロッコリーサラダ 根菜の和え物 卵豆腐 タマゴスープ ｵｸﾗ奴

米飯 米飯

かれいのコーン焼き 鶏肉のﾁｰｽﾞｿｰｽかけ 赤魚の利休煮 豚肉のﾎﾟﾝ酢炒め ぶりの塩焼き 肉団子の甘酢あんかけ ひらすの漬け焼き
夕

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯

ﾅｽのごま味噌煮 ﾚﾊﾞｰと野菜のｿﾃｰ かぼちゃと大根の煮物 冬瓜の土佐煮

甘辛煮

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(しめじ) ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) フルーツ寒天 みそ汁(豆腐) きなこミルクムース あさりと小松菜の酢みそ和え ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨)

だいこんとほたてのサラダ ほうれん草の辛子ﾏﾖ和え お吸い物(茶そば・とろろ昆布) ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物 海草ｻﾗﾀﾞ ﾋﾞｰﾌﾝ炒め

あじのみりん焼き かき揚げ 高野豆腐の中華炒め 鶏肉のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き 赤魚の煮付け トンテキ
昼

米飯 米飯 散らし寿司 米飯 米飯 米飯 米飯

和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

フルーツジュース

牛乳

しいたけのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 五目豆 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

きのことチンゲン菜のソテー カリフラワーサラダ のり佃煮 ポテトサラダ 元気ヨーグルト 小松菜と焼き豚の炒め物

令和03年07月11日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ カスタードクリームパン チョコツイスト 米飯 おいものクリーム ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾐﾆあんぱん チョコチップメロンパン

元気ヨーグルト

ｵｸﾗのﾎﾟﾝ酢和え 小松菜のお浸し ねばねばｻﾗﾀﾞ カニカマとほうれん草の和え物

令和03年07月05日(月) 令和03年07月06日(火) 令和03年07月07日(水) 令和03年07月08日(木) 令和03年07月09日(金) 令和03年07月10日(土)

豚肉の野菜炒め さばの味噌煮 冷しゃぶ(青しそ)

肉じゃが かぼちゃと厚揚げの煮物 切干大根の炒り煮 さつまいもと昆布の煮物

ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(ｳｲﾝﾅｰ・白菜) マンゴーのヨーグルトがけ カリフラワーと人参のサラダ ﾌﾙｰﾂ缶(白桃)

夕

米飯 米飯 米飯 米飯

さわらの生姜焼き

豆サラダ 鶏肉のトマトソース ﾏｽの野菜あんかけ
インゲンのピーナッツ和え チンゲン菜とツナのソテー インゲンとコーンのソテー 酢の物

豆乳バナナ

昼

米飯 かきあげうどん 麦ごはん 米飯

鶏南蛮

ぜんまいのごま油炒め 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳

菊菜のおみそ汁

朝

米飯 ハニーロール ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 抹茶リング

ふりかけ(ﾀﾗｺ) 鶏のｸﾘｰﾑ煮 元気ヨーグルト ツナサラダ

7月のメニュー

令和03年07月01日(木) 令和03年07月02日(金) 令和03年07月03日(土) 令和03年07月04日(日)

令和3年 7月


