
　10月になり一気に秋が訪れた気がします。　今月は、15日にイベント食
となります！　食事だけでなく、ちょっとしたサプライズも用意しています。

 ・10月  10日(日）毎食・・・みんなの日曜日メニュー 職員・厨房スタッフ共々ソワソワしながら準備しています。その内容は、また
 ・10月  15日(金)昼食・・・お楽しみメニュー 写真と共に報告させていただきます。
 ・10月  31日(土）昼食・・・ハロウィンメニュー 　右写真は、9/21のメニューになります。

いつものカレーうどんとは異なり、マイルドな
味付けで、皆さんぺろりと完食でした。

（管理栄養士　Y）

10月のメニュー

令和3年10月01日(金) 令和3年10月02日(土) 令和3年10月03日(日)

朝

りんりんりんご ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ 十勝あんぱん
スパゲティサラダ 元気ヨーグルト ツナサラダ
牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳

夕

米飯 米飯 米飯
赤魚のみりん焼き 鶏肉のｶﾚｰ風味焼き 白身魚のフライ

昼

豚丼 米飯 米飯
高野の卵とじ さばの塩焼き 松風焼き
杏仁豆腐 かぶの塩昆布和え かぼちゃのいとこ煮

野菜ｿﾃｰ れんこんきんぴら 切干大根の炒り煮
ﾋﾞｰﾝｽﾞｻﾗﾀﾞ ﾅｽのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ほうれん草とかまぼこの和え物

けんちん汁 ぶどうｾﾞﾘｰ

レンコンサラダ マカロニソテー のり佃煮 ﾍﾞｰｺﾝとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｿﾃｰ 元気ヨーグルト 松風焼き

令和3年10月10日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ チョコツイスト おいものクリームパン 米飯 チョコチップメロンパン ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ｼｮｺﾗﾛｰﾙ 雑炊
元気ヨーグルト

令和3年10月04日(月) 令和3年10月05日(火) 令和3年10月06日(水) 令和3年10月07日(木) 令和3年10月08日(金) 令和3年10月09日(土)

牛乳
うすあげのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 ひじきの煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

鶏肉の塩麹焼き ぶりのﾊﾞﾀｰ醤油焼き 鶏肉のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き 焼きﾋﾞｰﾌﾝ ひらすの和風ﾑﾆｴﾙ 野菜サラダ
昼

肉うどん 米飯 米飯 米飯 中華丼 麦ごはん ココイチ特製コロッケカレー

ちくわの磯辺揚げ

オレンジジュース

福神漬け
マンゴー ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ 卵ｽｰﾌﾟ ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) お吸い物(そうめん) 野菜ジュース
レンコンの胡麻ドレあえ なすの含め煮 ｶﾘﾌﾗﾜｰとｱｻﾘのｺﾝｿﾒ和え ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ ﾌﾙｰﾂ缶(りんご) ほうれん草のピーナッツ和え

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

厚揚げと大根の煮物 かぶの含め煮 ﾅｽのみそ煮 ごぼうの炒め物

米飯 米飯
千草焼き さわらのきのこあんかけ ﾒﾝﾁｶﾂ 赤魚の煮付け さばの漬け焼き 豚肉とれんこのにんにく醤油炒め ◇白身魚の香草焼き他

ﾚﾊﾞｰ炒め 里芋の煮物 みそ汁(かぶ)
ほうれん草とアサリのからし和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜とﾂﾅのﾏﾖﾈｰｽﾞ和え ほうれん草とちくわのごま和え 青菜のドレッシング和え 春菊とかにかまの和え物 温泉卵 青りんごゼリー

野菜のﾄﾏﾄ煮 ｳｲﾝﾅｰと野菜のｽｰﾌﾟ煮 ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) ヤングコーンソテー 元気ヨーグルト ほうれん草のマヨサラダ

令和3年10月17日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メロンパン レーズンペストリー 米飯 黒糖ロール ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ｲﾁｺﾞ) イエローロール
元気ヨーグルト

令和3年10月11日(月) 令和3年10月12日(火) 令和3年10月13日(水) 令和3年10月14日(木) 令和3年10月15日(金) 令和3年10月16日(土)

牛乳
豆腐とワカメのおみそ汁

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 ツナと白菜の煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

ハンバーグ　きのこソース フライ盛り合わせ 豚肉のごま味噌炒め さしみ盛り合わせ 赤魚の香味焼き 揚げ鶏のおろしｿｰｽ
昼

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯 米飯 米飯
ﾏｽの幽庵焼

豆乳バナナ

蒲鉾としろなの煮浸し
ﾌﾙｰﾂ缶（ﾐｶﾝ） みそ汁(きゃべつ) みそ汁(青菜) ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) 赤だし・フルーツ寒天 ｵｸﾗとﾜｶﾒのﾎﾟﾝ酢和え ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ)
五目煮 ごぼうサラダ ツナとほうれん草のサラダ こんにゃくの金平 天ぷら盛り合わせ 田楽

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯

焼売 肉じゃが 魚肉ｿｰｾｰｼﾞとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのかにあんかけ

麦ごはん 米飯
回鍋肉 ひらすの照り焼き 鶏のねぎ塩麹焼 ぶり大根 ポトフ ﾐｰﾄﾛｰﾌ さばの生姜煮

卵焼き 彩りマカロニサラダ じゃが芋のﾊﾞﾀｰ炒め
シルバーサラダ 海老と菜の花の酢味噌和え れんこんのからしマヨネーズ和え もやしのﾄﾞﾚﾝｼﾝｸﾞ和え ほうれん草とツナの和え物 コンソメスープ（ほうれん草） ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

じゃがとベーコンのコンソメ風味 カリフラワーのバター醤油炒め ふりかけ(ｶﾂｵ) キャベツのフレンチドレサラダ 元気ヨーグルト かぼちゃのソテー

令和3年10月24日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ レモンフラワーパン 抹茶リング 米飯 チョコカスター ハンバーガー 丸ロール
元気ヨーグルト

令和3年10月18日(月) 令和3年10月19日(火) 令和3年10月20日(水) 令和3年10月21日(木) 令和3年10月22日(金) 令和3年10月23日(土)

牛乳
ごぼうのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 切干大根の煮物 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

昼

麦ごはん あんかけ海鮮焼そば 米飯 親子丼 米飯 米飯 米飯

ごぼうの甘辛煮

ヨーグルッペ

ｶﾚｲの塩麹焼き 肉巻き・揚げ餃子 ﾏｽのﾑﾆｴﾙ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ 五目豆腐 ぶりの煮付 ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ たらのきのこｿｰｽかけ

春雨ｻﾗﾀﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ みそ汁(豆腐) 茶碗蒸し ﾋﾞﾀﾐﾝｾﾞﾘｰ ﾌﾙｰﾂ缶(りんご)
切干大根のサラダ 春菊の白和え ごま酢和え ほうれん草のピーナッツ和え じゃが芋の炒め物 金平ごぼう

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

里芋とひじきの和風マヨサラダ 豆腐揚げと大根の炊き合わせ さといもの煮っころがし 白菜の塩昆布和え

米飯 米飯
かに入り卵焼き あじのみそ焼き ﾄﾝﾃｷ ひらすの南部焼き ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾁｷﾝ 白身魚の唐揚げ ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ

なすと厚揚げの煮物 野菜炒め いんげんのｿﾃｰ
みそ汁(ﾅｽ) 青菜のからし和え ほうれん草の和え物 ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) しろなとかにかまのお浸し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

ﾁｷﾝと青菜のソテー ソーセージと野菜ソテー ふりかけ(ｼｿ) ほうれん草のツナサラダ 元気ヨーグルト 大豆のトマト煮

令和3年10月31日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) おいもちゃん レーズンドック 米飯 こしあんぱん ﾎﾟﾃﾄﾛｰﾙ＆ﾐﾙｸﾊﾟﾝ ホワイトミルクパン
元気ヨーグルト

令和3年10月25日(月) 令和3年10月26日(火) 令和3年10月27日(水) 令和3年10月28日(木) 令和3年10月29日(金) 令和3年10月30日(土)

牛乳
ほうれん草のおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 厚揚げの煮物 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

昼

おかめそば 麦ごはん きのこｶﾚｰ 米飯 米飯 米飯 チキンドリア

菜の花とほたてのごま和え

フルーツジュース

春巻き ｶﾚｲの照り焼き さつまいもｻﾗﾀﾞ あじの焼き南蛮 麻婆豆腐 魚のタンドリー風 サラダ

ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ(ﾊﾟｲﾝ) イカの胡麻醤油和え 香の物(福神漬) ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) オクラとわかめのごま風味サラダ ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) かぼちゃプリン
白菜の煮浸し ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え(ｶｸﾃﾙ) 鶏肉と大豆の味噌煮 ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙの酢豚風 ベーコンとキャベツの炒め物 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

チンゲン菜ともやしの炒め物 南瓜サラダ 小松菜の炒め煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ

麦ごはん 米飯
さばの味噌煮 豚肉の生姜焼き 赤魚の野菜あんかけ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｼｲﾗのﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き チーズ入り卵焼き 赤魚の南部焼き

●今月の行事食●

ﾚﾝｺﾝの土佐煮 鶏とさといもの煮物 ちくわとごぼうの旨煮
冷たいなすの揚げ浸し 赤だし(はんぺん) かぶとカニカマの塩麹和え コンソメスープ（玉葱） しろなのなめたけ和え 白菜のゆかり和え 酢の物

令和3年10月


