
　明けましておめでとうございます。

　先月のクリスマス会では、日清医療食品㈱提

 ・1月  1日(土)昼食・・・おせち料理 供でアイスフィンクという【無煙調理ワゴン】で

 ・1月  ７日(金)朝食・・・七草粥 ビーフステーキの実演提供を行いました。 柔ら

 ・1月  12日(水)昼食・・・お楽しみメニュー かいお肉を味わい、スープのクリームが髭のよ

うになったりと楽しい昼食となりました。

　本年も、美味しく楽しい食事提供をさせて
頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

(管理栄養士　Y）

1月のメニュー

令和4年01月01日(土) 令和4年01月02日(日)

青りんごゼリー

昼 おせち
とろろご飯

ぶりの照り焼き

とろっとがんもの煮物

ほうれん草の柚子和え

朝

米飯 米飯

お雑煮（みそ仕立て） お雑煮（すまし仕立て）

切干大根の煮物 五目煮（牛蒡・大豆・ｼｲﾀｹ）

千枚漬け 桜大根

新春デザート

夕

米飯 米飯

ふくさ焼き 青椒肉絲

たらこ炒め かぶの煮物

カリフラワーの酢の物 オレンジゼリー

野菜のスープ煮 カリフラワーのソテー ふりかけ(ｼｿ) たいみそ 元気ヨーグルト ハムサラダ

令和4年01月09日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾙｸﾊﾟﾝ カスタードクリームパン 黒糖ミルク 米飯 七草粥 アメリカンワッフル クリームエスカルゴパン

元気ヨーグルト

令和4年01月03日(月) 令和4年01月04日(火) 令和4年01月05日(水) 令和4年01月06日(木) 令和4年01月07日(金) 令和4年01月08日(土)

牛乳

みそ汁（きのこ） ほうれん草のおみそ汁

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

鶏のｸﾘｰﾑｿｰｽ煮 あじの漬け焼き ｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ ほうれん草のゆずﾄﾞﾚ和え ｶﾚｲのﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き ｶﾘﾌﾗﾜｰのｻｳｻﾞﾝ和え
昼

米飯 麦ごはん 米飯 ｷｰﾏｶﾚｰ 肉玉うどん 米飯 鮭とろろ丼

ﾒﾊﾞﾙの煮付け

オレンジジュース アップルジュース

かきたま汁

ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) ﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ もやしのポン酢和え 福神漬・らっきょう コンソメスープ（ほうれん草）

じゃが芋とツナの炒め物 インゲンとコーンのソテー 揚げだし豆腐 コーヒーゼリー ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ 大豆ｻﾗﾀﾞ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

卵焼きのあんかけ 里芋まんじゅうのあんかけ かぶとほたてのｺﾝｿﾒ煮 大根と牛肉の煮物

米飯 米飯

豚肉の炒め物 さばの梅風味焼き ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾃﾞﾐｿｰｽ さわらの山椒煮 赤魚のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き 鶏の甘酢あんかけ トマト鍋

切干大根の炒り煮 ﾋﾞｰﾌﾝ炒め ひじきの煮物

春雨ｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂの塩昆布和え ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ ﾁﾝｹﾞﾝ菜のﾂﾅ和え さつまいものｻﾗﾀﾞ ｵｸﾗのなめたけおろし和え 大根とほたてのｻﾗﾀﾞ

ﾁｷﾝと青菜のソテー 野菜のトマト煮 ふりかけ(ﾀﾗｺ) スクランブルエッグ 元気ヨーグルト ほうれん草のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ

令和4年01月16日(日)

朝

ﾁｷﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ（ｲﾁｺﾞ） レーズンドック 黒糖ロール 米飯 おいもちゃん ｶﾚｰﾄﾞｯｸ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ ハニーロール

元気ヨーグルト

令和4年01月10日(月) 令和4年01月11日(火) 令和4年01月12日(水) 令和4年01月13日(木) 令和4年01月14日(金) 令和4年01月15日(土)

牛乳

白菜のおみそ汁

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 ごぼ天の煮物 牛乳 コーンスープ

麻婆なす えびナゲット 揚げぎょうざ・春巻き さわらのみりん焼き 豚肉の生姜焼き ほっけの塩焼き
昼

米飯 炒飯 麦ごはん 味噌ﾗｰﾒﾝ 米飯 米飯 米飯

ひらすの塩焼き

オレンジジュース

ﾚﾝｺﾝとちくわの炒め煮

青菜とかにかまのお浸し 春雨スープ コンソメスープ みそ汁 ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) ﾌﾙｰﾂ缶(みかん)

かぼちゃとミートボールの煮物 ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) 豆ｻﾗﾀﾞ 小松菜のじゃこ入り煮浸し 中華春雨酢の物 田楽

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

れんこんの炒め煮 じゃが芋煮 こうやの卵とじ 里芋とチキンボールの煮物

米飯 麦ごはん

とんかつ 白身魚のﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き 赤魚のもろみ焼き ﾒﾊﾞﾙの蒲焼き にら玉焼き ぶり大根 ﾁｷﾝ南蛮

じゃが芋のﾄﾏﾄ煮 金平ごぼう かぶのｽｰﾌﾟ煮

フルーツ（マンゴー缶） ﾅﾑﾙ ほうれん草の和え物 ツナとｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ ｲﾝｹﾞﾝのｺﾞﾏ和え 白菜のおかか和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのねりごま和え

コーンソテー レンコンのマヨサラダ ふりかけ(ﾉﾘﾀﾏ) 白菜のスープ煮 元気ヨーグルト 松風焼き

令和4年01月23日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ マロンパン シュガーバターコッペ 米飯 北海道ミルクパン 肉まん&あんまん 雑炊

元気ヨーグルト

令和4年01月17日(月) 令和4年01月18日(火) 令和4年01月19日(水) 令和4年01月20日(木) 令和4年01月21日(金) 令和4年01月22日(土)

付）春菊の和え物

春菊のおみそ汁 牛乳

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 大根の炒め物 牛乳 かきたまスープ

昼

ﾄﾏﾄｸﾘｰﾑﾊﾟｽﾀ 米飯 米飯 照り焼き丼 米飯 麦ごはん 吉野特製牛丼

たまごとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ

豆乳バナナ

コロッケ ぜんまいと厚揚げのごま油炒め ちくわの炒め煮 ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) かぶと鶏肉の炒め物 ｼﾙﾊﾞｰｻﾗﾀﾞ お味噌汁

牛とじ ｼｲﾗの漬け焼き 冬瓜と信田巻きの煮物 たらの揚げおろし煮 ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ 青菜と大豆の白和え

夕

米飯 麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯 天津飯【関西風あん】

切干大根のサラダ ピーチムース マンゴープリン ﾌﾙｰﾂ缶(パイン缶)

さばの生姜煮 カレイの照り焼き 八宝菜 白身魚のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き トンテキ サワラの塩こうじ焼き 海鮮焼売

棒棒鶏

小松菜の錦糸和え 里芋の揚げ煮 小松菜のごま和え ほうれん草のお浸し みそ汁（つみれ） ｶﾘﾌﾗﾜｰの甘酢和え フルーツ（マンゴー缶）

田楽 ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ｴﾋﾞｼｭｳﾏｲ・肉ｼｭｳﾏｲ ﾋﾟｰﾏﾝとﾍﾞｰｺﾝの炒め ﾁﾝｹﾞﾝ菜の生姜和え 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ

野菜ときのこの炒め物 大豆のトマト煮 ふりかけ(ｶﾂｵ) 野菜ソテー 元気ヨーグルト タマゴサラダ

令和4年01月30日(日)

朝

ﾂﾅﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) 十勝あんぱん チョコツイスト 米飯 りんりんりんご ハンバーガー おいものクリームパン

元気ヨーグルト

令和4年01月24日(月) 令和4年01月25日(火) 令和4年01月26日(水) 令和4年01月27日(木) 令和4年01月28日(金) 令和4年01月29日(土)

牛乳

みそ汁　しろな

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 一口がんもの煮物 牛乳 コーンスープ

昼

米飯 米飯 生姜あんかけうどん 米飯 ﾛｺﾓｺ丼 麦ごはん 米飯

豚肉の味噌炒め

アップルジュース

なすと野菜きんちゃくの煮物 ごぼうの甘辛煮 ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) 高野豆腐とふきの煮物 コンソメスープ（押麦） かぼちゃとごぼ天の煮物 イカの胡麻醤油和え

さばの塩焼き 竹輪の磯部揚げ ぶりのみりん焼き 海藻サラダ 鶏肉のみそ焼き 白身魚の竜田揚げ

赤魚の煮付け 豚肉の生姜炒め ﾒﾊﾞﾙの山椒焼き 肉団子と白菜のｸﾘｰﾑ煮 たらちり鍋 あじの塩こうじ焼き 鶏のﾊﾞｼﾞﾙｿﾃｰ

みそかきたま汁

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

マカロニサラダ ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) カリフラワーの梅マヨ和え フルーツ（みかん缶）

令和4年01月31日(月)

朝
ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ

●今月の行事食●
元気ヨーグルト

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

炒り豆腐

レンコンの胡麻ドレあえ ほうれん草とかにかまの和え物 ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 小松菜のなめたけ和え かぶの酢の物 ブロッコリーの白和え ﾂﾅｻﾗﾀﾞ

もやしと卵の炒め物 さといもと豆腐のゆずみそかけ つみれと大根の煮物 ぜんまいと厚揚げのごま油炒め きんぴら 肉巻き・揚げしゅうまい
夕

ﾅｽと厚揚げのｵｲｽﾀｰｿｰ
ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ)

昼

皿うどん

ぎょうざ・しゅうまい

ほうれん草のﾅﾑﾙ

夕

米飯

メバルの照り焼き

令和4年 1月
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