
 ・12月  8日(水)昼食・・・お楽しみメニュー  ・12月  24日(金)昼食・・・クリスマス・イヴメニュー

 ・12月  17日(金)昼食・・・クリスマス会メニュー  ・12月  25日(金)昼食・・・クリスマスメニュー

 ・12月  22日(水)夕食・・・冬至メニュー  ・12月  31日(金)夕食・・・大晦日メニュー

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物 ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え しば漬和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの和風ﾏﾖ和え もやしのポン酢和え

●今月の行事食●

じゃがﾊﾞﾀｰ煮 根菜煮 ﾚﾊﾞｰのｵｲｽﾀｰ炒め かぶと鶏肉の煮物 ふろふき大根
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 かやくご飯

ほっけのみりん焼き 豚肉の塩こうじ焼き 煮魚（さわら） 赤魚の漬け焼き

オクラのおかか和え

ほたてとキャベツのサラダ パンプキンサラダ かぼちゃｻﾗﾀﾞ たけのこときのこの炒め物 小松菜の炒め物

年越しそば

米飯

鶏肉のﾀﾙﾀﾙｿｰｽ焼き 白身魚の唐揚げ 鶏肉の薬味焼き 麻婆豆腐 鮭の南蛮漬け

豆乳バナナ

昼

麦ごはん 米飯 米飯 米飯

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 大豆の煮物

みそ汁(牛蒡) コンソメスープ（白菜） ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) 拌三絲

令和3年12月27日(月) 令和3年12月28日(火) 令和3年12月29日(水) 令和3年12月30日(木) 令和3年12月31日(金)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆黒糖食ﾊﾟﾝ 十勝あんぱん チョコカスター 米飯

牛乳

大根のおみそ汁

クリームツイスト

元気ヨーグルト きのことキャベツのソテー ごぼうとハムのサラダ ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) ほうれん草のスープ煮

赤だし(豆腐) もやしのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ｵｸﾗのなめたけ和え ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) おかか和え(ｷｬﾍﾞﾂ) 温泉たまご

ﾚﾝｺﾝとつみれの煮物 ｶﾘﾌﾗﾜｰのしそ和え かぼちゃとがんもの煮物 揚げさといもの味噌煮 青菜と蒲鉾の和え物 冬瓜のあんかけ

かつとじ かれいのゆずみそ焼き 鶏の山椒焼き 赤魚の煮付け ぶりの生姜醤油焼き ﾌﾟﾙｺｷﾞ
夕

米飯 米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯 米飯

鶏のｹﾁｬｯﾌﾟ焼き

ﾌﾙｰﾂ（マンゴー缶） ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) 粕汁 クリスマスケーキ なすの和え物

いんげんの煮物

しろなのおかか和え

ひらすの梅肉焼き さわらの漬け焼き エビと野菜の炒め物 あじの南蛮漬け ﾐｰﾄﾛｰﾌ さばのﾎﾟﾝ酢焼き
昼

米飯 麦ごはん ﾗｰﾒﾝ 米飯 米飯

クリスマスメニュー

米飯

豚じゃが

ピーチジュース

だいこんのかにあんかけ なすのみぞれ和え 白菜の和え物 野菜ｿﾃｰ・ﾌﾚﾝﾁｻﾗﾀﾞ 大根のみそ煮

うまい菜のおみそ汁

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 れんこんの炒り煮 牛乳 コーンスープ

じゃが芋のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ キャベツのバター醤油炒め ふりかけ(ｻｹ) 野菜のコンソメ煮 元気ヨーグルト 白菜とツナサラダ

令和3年12月26日(日)

朝

ﾂﾅﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) クリームエスカルゴパン レーズンペストリー 米飯 レーズンドック ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 北海道ミルクパン

元気ヨーグルト

令和3年12月20日(月) 令和3年12月21日(火) 令和3年12月22日(水) 令和3年12月23日(木) 令和3年12月24日(金) 令和3年12月25日(土)

牛乳

絹揚げとなすの味噌煮 ひじきの煮物

かぶの酢の物 洋風白和え ﾂﾅｻﾗﾀﾞ ほうれん草のﾅﾑﾙ ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ(ﾐｶﾝ) 大根とカニカマの酢の物 ｶﾘﾌﾗﾜｰとほたてｻﾗﾀﾞ

米飯 麦ごはん

寄せ鍋風 さわらの塩こうじ焼き 鶏のﾊﾞｼﾞﾙｿﾃｰ ぶりの照り焼き サワラの煮付け 豚肉と野菜の生姜炒め 赤魚の香味焼き
夕

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯

じゃが芋のたらこ炒め 揚げさつま芋と厚揚げの昆布煮 炒り豆腐 ﾅｽのｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め 五目豆

白身魚の竜田揚げ 野菜ｻﾗﾀﾞ さばの煮付け 肉団子の酢豚

れんこんの炒め煮 しろなの和え物 里芋の土佐煮 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ(押麦) 里芋のえびあんかけ
昼

米飯 生姜あんかけうどん 米飯 オムライス

クリスマス会メニュー

米飯 米飯

豚肉のｽﾀﾐﾅ炒め

オレンジジュース

ﾁﾝｹﾞﾝ菜とﾂﾅの和え物

ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) みそ汁(さといも)

いんげん炒め

もやしのおみそ汁

コーンスープ 牛乳 牛乳 ごぼうの煮物 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ 魚肉ｿｰｾｰｼﾞと野菜のコンソメ煮 ふりかけ(ｼｿ) ブロッコリーサラダ 元気ヨーグルト ﾁｷﾝとほうれん草のｿﾃー

令和3年12月19日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｲﾁｺﾞ食ﾊﾟﾝ りんりんりんご ホワイトミルク 米飯 カスタードクリームパン ハンバーガー イエローロール

元気ヨーグルト

令和3年12月13日(月) 令和3年12月14日(火) 令和3年12月15日(水) 令和3年12月16日(木) 令和3年12月17日(金) 令和3年12月18日(土)

牛乳

揚げだし豆腐 ﾋﾞｰﾌﾝ炒め

つみれのスープ ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 小松菜のわさび和え ほうれん草の和え物 なすのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 小松菜のなめたけ和え

米飯 米飯

トンテキ カレイの照り焼き 豚肉とｷｬﾍﾞﾂのみそ炒め 豚肉の生姜焼 煮魚（赤魚） ﾒﾊﾞﾙの山椒焼き 肉団子と白菜のｸﾘｰﾑ煮
夕

米飯 麦ごはん 米飯 米飯 米飯

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の生姜和え 切干大根の炒め煮 ひじきの炒め煮 さといもとこんにゃくの田楽 もやしのｿﾃｰ

オニオンコンソメ かき玉コンソメスープ ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) いちごｾﾞﾘｰ 粕汁

ぜんまいと厚揚げのごま油炒め 大根とツナのサラダ シーザーサラダ ごぼうの甘辛煮 たまごとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ かぼちゃの煮物

ｷｯｼｭ風ｵﾑﾚﾂ 白身魚ﾌﾗｲ・ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ さばの塩焼き じゃがいものカレーソテー 鶏肉のみそ焼き ｼｲﾗのみりん焼き
昼

米飯 えびﾋﾟﾗﾌ 米飯 米飯 ﾄﾏﾄｸﾘｰﾑﾊﾟｽﾀ 麦ごはん 米飯

たらの揚げおろし煮

ジョア

なすのﾎﾟﾝ酢和え

小松菜の白和え

きのこのおみそ汁

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

マカロニソテー ビーンズサラダ のり佃煮 キャベツとベーコンのスープ煮 元気ヨーグルト ほうれん草とたまごの炒め物

令和3年12月12日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆黒糖ﾛｰﾙ ハニーロール シュガーバターコッペ 米飯 チョコツイスト ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ おいもちゃん

元気ヨーグルト

令和3年12月06日(月) 令和3年12月07日(火) 令和3年12月08日(水) 令和3年12月09日(木) 令和3年12月10日(金) 令和3年12月11日(土)

牛乳

かぶとほたてのｽｰﾌﾟ煮 田楽 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ 里芋の揚げ煮 ﾋﾟｰﾏﾝと豚肉の炒め
チンゲン菜のねりごま和え 小松菜の錦糸和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの甘酢和え 小松菜のごま和え チンゲン菜のお浸し

さばの生姜煮 あじの塩こうじ焼き 八宝菜 白身魚のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き

ﾌﾙｰﾂ缶(みかん) ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) 春雨ｻﾗﾀﾞ コーヒーゼリー

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯

冬瓜のときんちゃくの煮物

ﾚﾝｺﾝの炒め煮 なすの煮物 ホタテソテー ちくわの炒め煮 ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃)
昼

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 照り焼き丼

ほっけの塩焼き 豚肉のピリ辛炒め ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ ｼｲﾗの漬け焼き

米飯

ﾁｷﾝ南蛮

牛乳 きざみ昆布の煮物 牛乳 コーンスープ 牛乳朝

マロンパン 米飯 チョコチップメロンパン ﾎﾟﾃﾄﾛｰﾙ&ﾐﾆあんぱん 抹茶リング
ブロッコリとウインナーのソテー ふりかけ(ｶﾂｵ) マカロニサラダ 元気ヨーグルト

キャベツのおみそ汁

りんごジュース

12月のメニュー

令和3年12月01日(水) 令和3年12月02日(木) 令和3年12月03日(金) 令和3年12月04日(土) 令和3年12月05日(日)

ほうれん草のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ

今年度は、クリスマスメニューを2

週に分けて実施します。12月前から

利用者さんの話題はクリスマスメ

ニューで盛り上がり、ワクワクされ

ています。ご飯内容はまた、写真の

方で報告させていただきます。

例年よりも今年は冷え込むと言わ

れています。皆様お体に気を付けて

よいお年をお過ごし下さい。

(管理栄養士 Y )

令和3年 12月


