
　さて、下の写真は6月8日提供の【イタリアン】になります。
新潟県では、有名な料理で一言で言うなら『洋風焼きそば』です。

・7月   7日(水）昼食・・・七夕メニュー いつもの焼きそばより、味は薄めですが濃厚なミートソースが絡み
・7月10日(日）毎食・・・みんなの日曜日メニュー ペロッと食べれる仕上がりに。隠し味の粉チーズが良い仕事です！
・7月13日(水）昼食・・・お楽しみメニュー(ご当地メニュー：沖縄) 　利用者さんの反応は、「いつもの焼きそばと味が違うわ！」
・7月23日(土）昼食・・・土用の丑メニュー 「なんか不思議やなぁ」とリアクション。中には、【イタリアン】と

いう名前が気に入ったのか移動中に「イタリアン、イタリアン♪」と
口ずさむ利用者が多く笑ってしまいました。

　例年よりも早く梅雨が明ける今年は、猛暑が続くと聞いています。
夏バテを防止をする為にも、こまめな水分補給と冷房の使い方には
注意していきたいと思います。皆様もお身体にはお気を付けください。

　(管理栄養士　Y）

●今月の行事食●

白菜の煮浸し
ﾁﾝｹﾞﾝｻｲとひらたけの和え物 人参ｻﾗﾀﾞ ﾁﾝｹﾞﾝ菜のごま醤油和え ｶﾘﾌﾗﾜｰのｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ 玉葱とキャベツのﾎﾟﾝ酢和え ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え シルバーサラダ

野菜のﾄﾏﾄ煮 厚揚げと根菜炒め さつまいもの甘煮 冬瓜のﾂﾅ煮 金平ごぼう かぼちゃとｳｲﾝﾅｰの洋風煮

麦ごはん 米飯

揚げ鶏のｵﾆｵﾝｿｰｽ 豚肉のみそ漬焼き たらの甘酢あんかけ ﾋﾚかつ 白身魚のﾑﾆｴﾙ オーロラソーかけ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞの野菜ﾄﾏﾄｿｰｽかけ さわらの梅肉焼き

ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) 青梗菜のスープ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

焼きぎょうざ・シュウマイ ほうれん草としらすのお浸し みそ汁（しいたけ） 炊き合わせ（がんも） オクラとわかめのごま風味サラダ いんげんのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞかけ

米飯 米飯

えびと卵の炒め物 ｼｲﾗの山椒煮 レンコンの胡麻ドレあえ ほっけの塩焼き 揚げしゅうまい 彩り擬製豆腐 回鍋肉
昼

米飯 麦ごはん 豚丼 米飯 冷やし中華(醤油ﾍﾞｰｽ)

ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) みそ汁（キャベツ） 季節のフルーツ（メロン） イカの胡麻醤油和え

牛乳

グレープジュース

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 小松菜のおみそ汁 牛乳 コーンスープ

ささみと野菜のソテー じゃが芋のコンソメ煮 かんぴょうの煮物 ブロッコリーのツナサラダ 元気ヨーグルト マカロニサラダ

令和4年07月31日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ クリームエスカルゴパン カスタードクリームパン ゆかり御飯 抹茶リング アメリカンワッフル レーズンペストリー

元気ヨーグルト

令和4年07月25日(月) 令和4年07月26日(火) 令和4年07月27日(水) 令和4年07月28日(木) 令和4年07月29日(金) 令和4年07月30日(土)

さつまいもと油揚げの煮物 インゲンとコーンのソテー 冬瓜の煮物

酢の物 ごぼうｻﾗﾀﾞ ピーチムース ひじきｻﾗﾀﾞ シーザーサラダ チンゲン菜なめたけ和え しろなのお浸し

米飯 米飯

豚肉の塩炒め じゃがいもと鶏肉の生姜醤油炒め ひらすの塩麹焼き 親子煮 あじの味噌漬け焼き 豚肉のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き さばの照り焼き
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

かぼちゃの煮物 だいこんの鳴門煮 小松菜とさつま揚げの炒め煮 ほうれん草のツナソテー

春菊の白和え 豆腐の赤だし ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) ﾅﾑﾙ すまし汁 ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) すいか コンソメスープ

うな丼 米飯

ぶりの生姜煮 にんじんしりしり ｽﾀﾐﾅ炒め ﾏｽの焼き南蛮漬け 牛皿 青菜とかまぼこの炒め物 鶏のﾑﾆｴﾙ　ﾄﾏﾄｿｰｽかけ
昼

麦ごはん 塩焼きそば 米飯 米飯 米飯

山菜と厚揚げのごま油炒め 大根ときゅうりのサラダ ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ・ﾐﾆﾎﾟﾃﾄ ﾋﾟｰﾏﾝのｵｲｽﾀｰ炒め

牛乳

オレンジジュース

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 うまい菜のおみそ汁 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

ベーコンと野菜ソテー ほうれん草とウインナーのソテー 里芋の煮物 ブロッコリーサラダ 元気ヨーグルト 野菜サラダ

令和4年07月24日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｲﾁｺﾞ食ﾊﾟﾝ りんりんりんご 北海道ミルクパン 菜めし ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾙｸﾊﾟﾝ シュガーバターコッペ

元気ヨーグルト

令和4年07月18日(月) 令和4年07月19日(火) 令和4年07月20日(水) 令和4年07月21日(木) 令和4年07月22日(金) 令和4年07月23日(土)

だいこんのえびあんかけ ｲｶと里芋の煮物 れんこんのタラマヨ和え

ｵｸﾗ奴 大根ｻﾗﾀﾞ 根菜サラダ 切干大根のサラダ 菜の花のお浸し ほうれん草のおかか和え みそ汁（厚揚げ）

米飯 米飯

さわらの漬け焼き 牛肉の山椒煮 ﾏｽのみそ焼き 鶏肉の和風ｿｰｽかけ ｼｲﾗの七味焼き 豚肉のごまみそ炒め ほっけのねぎﾎﾟﾝ酢焼き
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

さつまいもと肉団子の煮物 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

ゴボウサラダ じゃがいものカレーソテー ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え(ﾏﾝｺﾞｰ)

レンコンサラダ みそ汁（たまねぎ） みそ汁（しめじ） コンソメスープ（小松菜） ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物 香の物(福神漬)

米飯 ひき肉と豆のｶﾚｰ

豚肉の生姜醤油炒め ｶﾚｲの野菜あんかけ ゴーヤチャンプル(沖縄) ｶﾚｲの香味焼き ﾐｰﾄﾛｰﾌ あじの揚げおろし煮 ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ
昼

米飯 米飯 ソーキそば(沖縄) 米飯 米飯

冬瓜の土佐煮 酢の物 海藻サラダ ほうれん草の和え物

牛乳

アップルジュース

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 チンゲン菜のおみそ汁 牛乳 コーンスープ

野菜のスープ煮 花野菜のサラダ ツナとさといもの煮物 白菜のクリーム煮 元気ヨーグルト コーンソテー

令和4年07月17日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ クリームエスカルゴパン 黒糖ミルク わかめご飯 レーズンペストリー ハンバーガー チョコカスター

元気ヨーグルト

令和4年07月11日(月) 令和4年07月12日(火) 令和4年07月13日(水) 令和4年07月14日(木) 令和4年07月15日(金) 令和4年07月16日(土)

マカロニサラダ 里芋と巾着の煮物 煮浸し

ほうれん草の和え物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜といかの和え物 白菜の和え物 かぼちゃのごまﾄﾞﾚ和え コンソメスープ（キャベツ） 海草ともやしｻﾗﾀﾞ 抹茶プリン

米飯 紅鮭ごはん

豚しゃぶ 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 豚肉のﾎﾟﾝ酢炒め ぶりの塩焼き 海老しんじょう
夕

米飯 米飯 米飯 麦ごはん 米飯

さつまいもと昆布の煮物 なすのごま味噌煮 ﾚﾊﾞｰと野菜のｿﾃｰ 大根のごま油炒め

ﾋﾞｰﾌﾝ炒め ﾁﾝｹﾞﾝ菜のサラダ みそ汁（ほうれん草）

ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) オレンジゼリー みそ汁（豆腐） ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨)

米飯 吉野家特製親子丼

たらのﾑﾆｴﾙ 和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ さばのみりん焼き 茶そば 卵焼き 鶏肉のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き 青菜と大豆の白和え
昼

米飯 米飯 米飯 いなり寿司 米飯

夏野菜のﾄﾏﾄ煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和え物 ほうれん草の辛子ﾏﾖ和え 揚げなすのポン酢かけ

牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳

グレープジュース

ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾐﾆあんぱん 中華粥

元気ヨーグルト きのこと菜の花のソテー カリフラワーサラダ 五目豆 ポテトサラダ 元気ヨーグルト 黒酢の肉団子
朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ カスタードクリームパン シュガーバターコッペ ゆかり御飯 おいものクリーム

コーンスープ 牛乳 牛乳 しいたけのおみそ汁

白菜とｵｸﾗのﾎﾟﾝ酢和え 冷奴 夏野菜ｻﾗﾀﾞ
令和4年07月04日(月) 令和4年07月05日(火) 令和4年07月06日(水) 令和4年07月07日(木) 令和4年07月08日(金) 令和4年07月09日(土) 令和4年07月10日(日)

夕

米飯 米飯 米飯

さわらの生姜焼き 鶏南蛮 ﾒﾊﾞﾙの味噌煮

肉じゃが 里芋とチキンボールの煮物 レンコンの胡麻醤油炒め

鶏肉の玉葱ｿ-ｽ

がんもの煮物 小松菜のお浸し ｶﾘﾌﾗﾜｰｻﾗﾀﾞ

パンプキンサラダ かきたま汁 ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃)

牛乳

昼

米飯 米飯 麦ごはん

豚肉の塩麹炒め 赤魚の蒸し焼き　香味ソースかけ

朝

黒糖パンのﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 北海道ミルクパン

鶏のｸﾘｰﾑ煮 元気ヨーグルト ツナサラダ

牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

7月のメニュー

令和4年07月01日(金) 令和4年07月02日(土) 令和4年07月03日(日)

令和4年 7月


