
※写真は、お替分込の盛り付けになります

　今年は木枯らし1号が最も早い記録になったそうで、紅葉を楽しむ暇もなく
一気に冬を感じます。　利用者さんから声の上がる献立も、10月下旬から

 ・11月  10日(水)昼食・・・お楽しみメニュー 【粕汁】や【おでん】、【グラタン】など、温かいメニューが増えてきました。
　10月は、お楽しみメニューとして【刺身盛り合わせ】を提供しました。サプラ
イズとして、日清医療食品㈱提供の【生簀】を食堂内に設置。当日の献立もショーも、
ギリギリまで利用者さんには秘密にしていました。普段は出ないお刺身に加え、
活魚の解体ショー、お刺身のお替りの取り分けも実施。　利用者・職員ともに
興奮冷めやらぬ昼食提供となりました。　　　　（管理栄養士　Y）

11月のメニュー

令和3年11月01日(月) 令和3年11月02日(火) 令和3年11月03日(水) 令和3年11月04日(木) 令和3年11月05日(金) 令和3年11月06日(土) 令和3年11月07日(日)

ハンバーガー シュガーバターコッペ
元気ヨーグルト ブロッコリーサラダ ｳｲﾝﾅｰと野菜のｸﾘｰﾑ煮 ふりかけ(ｻｹ) 小松菜とﾊﾑのｿﾃｰ 元気ヨーグルト スクランブルエッグ
ﾂﾅﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ クリームエスカルゴパン マロンファンシー 米飯 ロールパン

牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳
菜の花のおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 かんぴょうの煮物

白身魚のﾑﾆｴﾙ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ さわらの香味焼き ｶﾘﾌﾗﾜｰｻﾗﾀﾞ 鶏肉のﾁｰｽﾞ焼き 大根ｻﾗﾀﾞ ひらすの和風ﾑﾆｴﾙ
昼

米飯 米飯 麦ごはん ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ 麦ごはん ﾁｷﾝｶﾚｰ 麦ごはん
豚肉のｽﾀﾐﾅ炒め

ジョア（マスカット）

朝

里芋の煮物
みそ汁(じゃが芋) ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) ごぼうとカニカマのｻﾗﾀﾞ ピーチムース ぶどうｾﾞﾘｰ
レンコンの胡麻ドレあえ もやしのｿﾃｰ なすとさつま揚げの含め煮 コンソメスープ 焼きﾋﾞｰﾌﾝ マスカットゼリー

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

竹の子の炒め物 冬瓜と豆腐のくず煮 さつま芋サラダ 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ

米飯 米飯
たらの揚げおろし煮 豚肉のみそ漬焼き 鶏肉の生姜焼き お好み焼き風卵焼き ﾏｽのﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き さわらのきのこあんかけ 豚肉のにんにく醤油炒め

じゃが芋とさつま揚げの煮物 かぶの含め煮 春菊の白和え
ﾁﾝｹﾞﾝ菜の華風和え 小松菜のごま和え お吸い物(春菊) ｵｸﾗのﾎﾟﾝ酢和え もやしとしろ菜の和え物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜のサラダ 春雨と小松菜のスープ

ブロッコリーとえびのコンソメ煮 じゃがいものカレーソテー ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) 小松菜サラダ 元気ヨーグルト タマゴサラダ

令和3年11月14日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ りんりんりんご 北海道ミルクパン 米飯 十勝あんぱん 肉まん&あんまん カスタードクリームパン

元気ヨーグルト

令和3年11月08日(月) 令和3年11月09日(火) 令和3年11月10日(水) 令和3年11月11日(木) 令和3年11月12日(金) 令和3年11月13日(土)

牛乳
大根のおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 大豆の煮物 牛乳 かき玉スープ

煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ チャーシュー麺 ぶりの柚庵焼き ビーフンと蒲鉾の炒め物 さばの漬け焼き 鶏肉の塩炒め
昼

米飯 米飯 卵チャーハン(半) 米飯 中華丼 米飯 米飯
鶏肉の玉葱ｿｰｽかけ

豆乳バナナ

ゴボウサラダ
もやしの酢の物 ｵﾘﾋﾞｴｻﾗﾀﾞ 豆腐ｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのマヨ醤油和え お吸い物(つみれ)
ﾁﾝｹﾞﾝ菜の煮浸し キャベツとツナのソテー くらげと海草の和え物 冬瓜のくず煮 レアチーズムース 肉巻き

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

れんこんの炒め煮 かぼちゃのえびあんかけ さつま芋サラダ 青菜の辛子和え

米飯 米飯
カレイの蒲焼き風 さばのごま醤油焼き 鶏肉のみそ焼き 豚肉のﾊﾞﾀｰ醤油炒め ﾏｽの幽庵焼 鶏の唐揚げ ﾏｽの菜種焼き

ﾚﾊﾞｰ炒め 炒り豆腐 ﾅｽの生姜あんかけ
ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) ｶﾘﾌﾗﾜｰの酢味噌かけ コーヒーゼリー みそ汁(しろな) 春菊の和え物 大根のマリネ 春雨の酢の物

ビーンズサラダ ウインナーのスープ煮 ふりかけ(ﾀﾗｺ) ツナと青菜のソテー 元気ヨーグルト コーンサラダ

令和3年11月21日(日)

朝

ﾁｷﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ（ｲﾁｺﾞ） ハニーロール チョコカスター 米飯 抹茶リング アメリカンワッフル メロンパン
元気ヨーグルト

令和3年11月15日(月) 令和3年11月16日(火) 令和3年11月17日(水) 令和3年11月18日(木) 令和3年11月19日(金) 令和3年11月20日(土)

牛乳
しいたけのおみそ汁

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 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

ﾅｽのみそ煮 さばの塩焼き 松風焼き とんかつ あじの梅風味焼き ぶりのﾊﾞﾀｰ醤油焼き
昼

米飯 トンテキ丼 米飯 米飯 カレーうどん 米飯 米飯
あじの竜田揚げ

オレンジジュース

小松菜とあつあげの煮浸し

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ かぶの塩昆布和え お吸い物(そうめん) さつま汁 マカロニサラダ
ホタテソテー ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) れんこんきんぴら 枝豆と南瓜のサラダ 海藻サラダ ﾋﾟｰﾏﾝとツナのサラダ

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

ｶﾘﾌﾗﾜｰの梅和え 野菜ｿﾃｰ キャベツのフレンチサラダ 切干大根の炒り煮

親子丼 米飯
ﾎﾟｰｸﾁｬｯﾌﾟ 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 ひらすの照り煮 切干大根の炒め煮 ｺﾛｯｹ＆ﾒﾝﾁｶﾂ

しゅうまい 小松菜のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ｶﾘﾌﾗﾜｰとほたてのクリーム煮

みそ汁(かぼちゃ) ポテトサラダ ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ほうれん草としらすの和え物 しろなのわさびﾏﾖ和え ほうれん草と竹輪のごま和え

ﾍﾞｰｺﾝとじゃがいものソテー スパゲティサラダ のり佃煮 カリフラワーのコンソメ煮 元気ヨーグルト 野菜とｿｰｾｰｼﾞのｿﾃｰ

令和3年11月28日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ こしあんぱん おいもちゃん 米飯 レーズンペストリー ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾊﾆｰﾛｰﾙ 黒糖ミルク
元気ヨーグルト

令和3年11月22日(月) 令和3年11月23日(火) 令和3年11月24日(水) 令和3年11月25日(木) 令和3年11月26日(金) 令和3年11月27日(土)

牛乳
春菊の赤だし

コーンスープ 牛乳 牛乳 切干大根の煮物 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

さばの煮付け ちくわの磯辺揚げ れんこんｻﾗﾀﾞ ｶﾚｲのﾄﾏﾄｿｰｽかけ 治部煮 ひらすの照り焼き
昼

麦ごはん 米飯 肉うどん 豚肉と野菜のビビンバ風ご飯 米飯 麦ごはん 米飯
回鍋肉

フルーツジュース

肉じゃが
春雨ｻﾗﾀﾞ 青菜とかまぼこのごま和 ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨） みそ汁(かぶ) ﾌﾙｰﾂ缶(白桃)
餃子 ごぼうの炒り煮 かぶのごまサラダ わかめスープ さつまいもと豆のｻﾗﾀﾞ ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚ和え

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

ピーナツ和え ツナポテトサラダ 厚揚げの煮物 山菜とさつまあげの炒め物

米飯 米飯
あじの漬け焼き 揚げ鶏のおろしｿｰｽ 千草焼き さわらの山椒煮 鶏肉の塩麹焼き 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 鶏のﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ

なすの含め煮 かぼちゃとこうやの煮物 魚肉ｿｰｾｰｼﾞとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物

みそ汁(チンゲン菜) みそ汁（ほうれん草・しめじ） ほうれん草とカニカのからし和え ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ちくわとごぼうのｻﾗﾀﾞ 野菜ｻﾗﾀﾞ
令和3年11月29日(月) 令和3年11月30日(火)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ 丸ロール
元気ヨーグルト ｿｰｾｰｼﾞと野菜のｿﾃｰ
コーンスープ 牛乳

豚肉とじゃが芋のごま味噌炒め ぎょうざ・しゅうまい
こんにゃくの金平 青梗菜とひらたけの和え物

米飯 皿うどん

夕

米飯 米飯
ぶり大根 さわらのきのこ味噌焼
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのかにあんかけ しらす入り卵焼き
キャベツとハムのゴマサラダ ほうれん草とささみの和え物

昼

ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ)

●今月の行事食●


