
　　・8月  6日(金）昼食・・・夏祭りメニュー
　　・8月11日(水）昼食・・・お楽しみメニュー

　　梅雨が明けて早や数日。セミの声が響き渡り夏真っ盛り、
　冷たいデザートが美味しい時期になりました。　右写真は
　先月のお楽しみメニューの写真です。トルコライス・ビーン
　ズサラダ・コンソメスープそれに加えて、保護者様より甘い
　スイカを頂きましたのでデザートとして提供させて頂きま
　した。利用者さん大満足の昼食となりました。
　　8月は、行事タイアップの食事提供を行います。普段とは
　少し違った食事内容を楽しんでいただけたらと思います。　　(管理栄養士　Y)

８月のメニュー

令和3年8月01日(日)

朝

ホワイトミルクパン
マカロニサラダ
牛乳

昼

米飯
ﾒﾙﾙｰｻのﾊﾞﾀｰ醤油焼き
さといもとつみれの含め煮

小松菜の酢味噌和え

夕

米飯
牛肉の野菜しゃぶしゃぶ

なすと厚揚げの煮物
お吸い物(そうめん)

菜の花のソテー スクランブルエッグ ふりかけ(ｻｹ) ほうれん草のシーザーサラダ 元気ヨーグルト 小松菜とベーコンのソテー

令和3年8月08日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&黒糖ﾛｰﾙ ビスキーメロンパン シュガーバターコッペ 米飯 カスタードクリームパン ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾐﾆﾁｮｺ食ﾊﾟﾝ イエローロール
元気ヨーグルト

令和3年8月02日(月) 令和3年8月3日(火) 令和3年8月04日(水) 令和3年8月05日(木) 令和3年8月06日(金) 令和3年8月07日(土)

牛乳
かぼちゃのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 厚揚げの煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

焼売 黄金ガレイの煮付け 豚肉の生姜焼き フランクフルト ﾎｷのﾀﾙﾀﾙ焼き ごぼうとれんこんのごま和え
昼

米飯 塩ラーメン 米飯 米飯 そばめし 米飯 たまご丼
鶏のさっぱり煮

ヨーグルッペ

春雨スープ
冷奴 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾊﾟｲﾝ) みそ汁(しめじ) すいか ｶﾘﾌﾗﾜｰとカニカマの酢の物

ごぼうとこんにゃくのきんぴら 春雨の酢の物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜とちくわの和え物 しろなとさつま揚げの炒め物 レンコンの胡麻ドレあえ こんにゃくときのこの味噌炒め煮

夕

米飯 麦ごはん 米飯 米飯 米飯

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の炒め物 切干大根とさつま揚げの炒り煮 ほうれん草のﾚﾊﾞｰ炒め かぶとえびつみれの煮物

麦ごはん 米飯
さばのﾊﾞｼﾞﾙ焼き ﾏｽの漬け焼き ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ あじの唐揚げ ﾒﾊﾞﾙの山椒焼き 鶏の竜田揚げ さわらのみりん焼き

だいこんの味噌煮 小松菜とほたてのゴマドレ和え かぼちゃと昆布巻の煮物

ﾚﾝｺﾝｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え マカロニツナサラダ 小松菜とカニカマのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え オクラとツナのポン酢和え お吸い物(そうめん・とろろ昆布) ほうれん草とちくわのごま和え

キャベツのベーコンソテー ゴボウサラダ のり佃煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾏﾄ煮 元気ヨーグルト ヤングコーンソテー

令和3年8月15日(日)

朝

ﾁｷﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾁｮｺ食ﾊﾟﾝ レーズンロール 丸ロール 米飯 イチゴジャムパン アメリカンワッフル 抹茶リング
元気ヨーグルト

令和3年8月09日(月) 令和3年8月10日(火) 令和3年8月11日(水) 令和3年8月12日(木) 令和3年8月13日(金) 令和3年8月14日(土)

牛乳
ごぼうのおみそ汁

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 小松菜とチキンの煮物 牛乳 コーンスープ

ほっけの塩麹焼き コロッケ ぶりの梅煮 ﾌﾟﾙｺｷﾞ ひらすの塩焼き 豚肉と野菜の甘酢炒め
昼

冷やしぶっかけうどん 米飯 夏野菜カレー 米飯 米飯 炊き込み御飯 米飯
鶏肉と大根の煮物

ジョア（プレーン）

冬瓜とエビつみれの煮物

ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｺﾞﾏﾄﾞﾚ和え バナナ ザーサイの冷奴 しめじのｽｰﾌﾟ すいか 水ようかん
菜の花の梅和え じゃが芋のじゃこ炒め 福神漬 ほうれん草といかの炒め物 ｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ ひじきｻﾗﾀﾞ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

魚肉ｳｲﾝﾅｰと野菜のたらこ炒め 冬瓜とさつま揚げの土佐煮 しろなとあげの煮浸し 素揚げナスのツナ煮

米飯 麦ごはん
豚肉とさといもの味噌煮 鶏肉の味噌マヨ焼き ﾒﾇｹの香味焼き ﾄﾝﾃｷ アジフライ・ホタテフライ 鶏の照り焼き ﾒﾙﾙｰｻのｶﾚｰ風味焼き

ジャーマンポテト なすと南瓜の揚げ浸し さつまいものﾚﾓﾝ煮
青菜とツナのお浸し きゅうりと大根の塩昆布和え もずくとトマトの酢の物 杏仁豆腐 小松菜の磯和え 春雨とハムの酢の物 もやしの和え物

野菜のトマト煮 ウインナーと野菜のソテー ふりかけ(ﾀﾗｺ) かぼちゃのスープ煮 元気ヨーグルト ポテトサラダ

令和3年8月22日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾙｸﾊﾟﾝ おいもちゃん クリームツイスト 米飯 黒糖ロール ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ りんりんりんご
元気ヨーグルト

令和3年8月16日(月) 令和3年8月17日(火) 令和3年8月18日(水) 令和3年8月19日(木) 令和3年8月20日(金) 令和3年8月21日(土)

牛乳
青菜のおみそ汁

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 切干大根の煮物 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

もやしとベーコンのカレーソテー 鶏肉の玉葱ｿ-ｽ ﾏｽの野菜あんかけ 和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・菜の花ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰ あじのみりん焼き 豚肉のオイスター炒め
昼

米飯 かきあげうどん 麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯
鶏南蛮

オレンジジュース

なすとごぼ天の煮物
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(白菜) ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) きなこミルクムース ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(じゃがいも) ほうれん草の辛子ﾏﾖ和え すいか
アスパラとハムのサラダ 小松菜とはんぺんのお浸し カリフラワーとそら豆のサラダ 酢の物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとほたてのサラダ 煮物（高野豆腐・人参・オクラ）

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

肉じゃが かぼちゃのエビあんかけ れんこんとちくわの炒め物 さつまいもと昆布の煮物

米飯 麦ごはん
さわらの生姜焼き 豚肉の塩炒め ﾒﾊﾞﾙの味噌煮 冷しゃぶ(青しそ) 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ 鶏肉のﾁｰｽﾞｿｰｽかけ さばの利休煮

ﾅｽのごま味噌煮 ﾚﾊﾞｰともやしのｿﾃｰ 竹の子の炒め物
ｵｸﾗのﾎﾟﾝ酢和え 豆腐サラダ 夏野菜ｻﾗﾀﾞ ほうれん草の和え物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜といかの酢味噌和え 白菜とツナの和え物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｶﾆｶﾏのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

ツナと小松菜のソテー ウインナーのスープ煮 ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) ソーセージと野菜のソテー 元気ヨーグルト かぶのクリーム煮

令和3年8月29日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｲﾁｺﾞ食ﾊﾟﾝ メロンパン レモンフラワー 米飯 ロールパン ハンバーガー レーズンペストリーパン

元気ヨーグルト

令和3年8月23日(月) 令和3年8月24日(火) 令和3年8月25日(水) 令和3年8月26日(木) 令和3年8月27日(金) 令和3年8月28日(土)

牛乳
しいたけのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 さつま揚げの煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

昼

米飯 米飯 米飯 冷やし中華 米飯 散らし寿司 米飯

ﾋﾞｰﾌﾝ炒め

フルーツジュース

卵焼き・シュウマイ 鶏肉のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き 赤魚の煮付け しゅうまい たらのﾑﾆｴﾙ 小松菜のじゃこ入り煮浸し ﾒﾊﾞﾙの香味焼き

抹茶ゼリー ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) あさりと小松菜の酢みそ和え 抹茶ゼリー ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) かき玉汁 ほうれん草とかまぼこの和え物

じゃがいもの甘辛炒め きんぴられんこん ごぼうとこんにゃくの甘辛煮 夏野菜のﾄﾏﾄ煮 さつまいもｻﾗﾀﾞ ぜんまいの煮物

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

大根とこんにゃくの土佐煮 里芋の煮っころがし ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとほたてのごま和え さつまいもとちくわの昆布煮

米飯 米飯
豚肉のﾎﾟﾝ酢炒め ぶりの塩焼き 肉団子のあんかけ ひらすの漬け焼き 牛肉の山椒煮 さわらのみそ焼き 鶏肉のたまねぎポン酢かけ

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
ﾁﾝｹﾞﾝ菜とハムの和え物 海草ｻﾗﾀﾞ 白菜とえのきのスープ ｵｸﾗ奴 大根とほたてのサラダ カリフラワーとささみの酢の物 マカロニハムサラダ
令和3年8月30日(月) 令和3年8月31日(火)

●今月の行事食●

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ おいものクリーム
元気ヨーグルト 大豆のトマト煮
ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳

ﾐｰﾄﾛｰﾌ ﾎｷの揚げおろし煮
野菜サラダ ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物

米飯 米飯

夕

麦ごはん 米飯
ｼｲﾗの七味焼き 豚肉のごまみそ炒め
だいこんのかにあんかけ ｲｶと里芋の煮物
白菜とツナのお浸し ｵｸﾗのおかか和え

昼

ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) ピーチムース

令和3年8月


