
　早々に梅雨が明けた今年ですが、湿度の高い真夏日が多く
日中活動するだけでも汗がにじみます…。利用者さんも夏バ

　　・8月  4日(木）昼食・・・土用の丑の日メニュー テが見られるか？と、思いましたが今のところご飯もペロリ
　　・8月10日(水）昼食・・・お楽しみメニュー(ご当地メニュー：宮崎) と、元気な様子。
　　・8月31日(水）昼食・・・野菜の日メニュー 　左上の写真は、七夕メニューです。冷たい茶そばに、ミル

キーウェイを模してとろろを…稲荷寿司もついて暑い日にぴ
ったりの内容になりました。右上の写真は、7/13に提供し
た【ソーキそば】です。ソーキとは、豚肉のスペアリブの事
ですが、ひふみ園では三枚肉で提供。【沖縄そば】の方が正
しい名称になります。甘辛く煮られたお肉は、大変柔らかく
｢すぐに噛み切れる！｣｢お肉美味しい!｣と高評価でした。

　(管理栄養士　Y）

スパゲティサラダ 白菜のお浸し ブロッコリーのおかか和え

●今月の行事食●

夕

米飯 麦ごはん 米飯
鶏肉の和風ｿｰｽかけ ｼｲﾗの七味焼き ﾒﾊﾞﾙのおろし煮
野菜のｶﾚｰｿﾃｰ だいこんのかにあんかけ ごぼうの甘辛炒め

ポテトサラダ レアチーズムース
みそ汁(豆腐) コンソメスープ（青菜） 福神漬

昼

米飯 米飯 夏野菜カレー
ｶﾚｲの香味焼き ﾐｰﾄﾛｰﾌ ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
ほうれん草の和え物

ｶﾘﾌﾗﾜｰとｺｰﾝのｿﾃｰ
ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳

令和4年08月29日(月) 令和4年08月30日(火) 令和4年08月31日(水)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ 黒糖パンのﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ 抹茶リング
元気ヨーグルト 大豆のトマト煮

さつまいもの煮物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜とちくわの炒め物 大根と厚揚げの煮物
白菜の和え物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和え物 海草ｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま和え ｵｸﾗ奴 大根ｻﾗﾀﾞ さつまいもｻﾗﾀﾞ

米飯 米飯
ﾒﾙﾙｰｻのﾊﾞﾀｰ醤油焼き 鶏肉のﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き ぶりの塩焼き ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁｷﾝ さばの漬け焼き 牛肉の山椒煮 ﾏｽのみそ焼き

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯

さといもの含め煮 たけのこの煮物 里芋の煮っころがし れんこんの炒り煮

赤だし（なめこ） 夏野菜のﾄﾏﾄ煮 バナナヨーグルト
みそ汁（豆腐） ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) アイスクリーム すまし汁（野菜つみれ） 季節のフルーツ(ぶどう） ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃)

米飯 焼きそば
海老マヨ あじのみりん焼き 豚肉のﾎﾟﾝ酢炒め 赤魚の煮付け 甘辛煮 たらのﾑﾆｴﾙ うまい菜の煮浸し

昼

米飯 米飯 米飯 米飯 散らし寿司

大根ときゅうりのサラダ ﾋﾞｰﾌﾝ炒め 春雨サラダ あさりと小松菜の酢みそ和え

牛乳
アップルジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 しいたけのおみそ汁 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
ツナと小松菜のソテー ウインナーのスープ煮 さつま揚げの煮物 ソーセージと野菜のソテー 元気ヨーグルト かぶのクリーム煮

令和4年08月28日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｲﾁｺﾞ食ﾊﾟﾝ おいものクリームパン 黒糖ミルク ゆかり御飯 シュガーバターコッペ ハンバーガー チョコカスター
元気ヨーグルト

令和4年08月22日(月) 令和4年08月23日(火) 令和4年08月24日(水) 令和4年08月25日(木) 令和4年08月26日(金) 令和4年08月27日(土)

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
ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 卵豆腐 豆腐サラダ 夏野菜ｻﾗﾀﾞ ほうれん草の和え物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜といかの和え物 かぼちゃサラダ

米飯 米飯
ﾒﾙﾙｰｻのｶﾚｰ風味焼き さわらの生姜焼き 豚肉の塩麹炒め ﾒﾊﾞﾙの味噌煮 豚しゃぶ 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ 鶏肉のﾁｰｽﾞｿｰｽかけ

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯

もやしの和え物 肉じゃが レンコンと鶏肉の煮物 切干大根の炒り煮

酢の物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和え物 ほうれん草の胡麻ドレッシング和

玉葱スープ みそ汁（わかめ） コンソメスープ（しめじ） コーヒーゼリー すまし汁（冬瓜）

米飯 米飯
がんもの煮物 鶏南蛮 じゃがいものたらこ炒め 鶏肉の玉葱ｿ-ｽ ｶﾚｲの野菜あんかけ 和風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 卵焼き

昼

たまご丼 米飯 冷やし中華（ごまだれ） 麦ごはん 米飯

大根サラダ ﾁﾝｹﾞﾝｻｲとかにかまのサラダ ぜんまいと厚揚げの煮物 ｶﾘﾌﾗﾜｰｻﾗﾀﾞ

牛乳
グレープジュース

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 青菜のおみそ汁 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ
野菜のトマト煮 ウインナーと野菜のソテー 切干大根の煮物 かぼちゃのスープ煮 元気ヨーグルト ポテトサラダ

令和4年08月21日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾙｸﾊﾟﾝ 北海道ミルクパン ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ 菜めし クリームエスカルゴパン ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ 北海道ミルクパン
元気ヨーグルト

令和4年08月15日(月) 令和4年08月16日(火) 令和4年08月17日(水) 令和4年08月18日(木) 令和4年08月19日(金) 令和4年08月20日(土)

ほうれん草といかの炒め物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜の炒め物 なすの揚げ浸し
ほうれん草のごま和え 青菜のお浸し いんげんのピーナッツ和え 南瓜ｻﾗﾀﾞ 冷奴 小松菜の磯和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの酢の物

米飯 米飯
さわらのみりん焼き 豚肉とさといもの味噌煮 鶏肉のﾏﾖ焼き ますの香味焼き トンテキ アジフライ・ほたてフライ 鶏の照り焼き

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

かぼちゃの煮物 野菜のたらこ炒め 冬瓜の土佐煮 しろなの煮浸し

なすと鶏肉みぞれポン酢和え ｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰｻﾗﾀﾞ
ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) すまし汁 かきたま汁 みそ汁（チンゲン菜）

米飯 炊き込み御飯
がんもとなすのの旨煮 さばの塩麹焼き じゃが芋のかき揚げ 鶏の竜田揚げ ぶりの梅煮 ﾁｬﾌﾟﾁｪ ひらすの塩焼き

昼

カレーうどん 米飯 冷汁ぶっかけ飯(宮崎） 麦ごはん 米飯

レンコンの胡麻マヨあえ 鶏肉と大根の煮物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのゆず和え 豚高菜炒め

牛乳
アップルジュース

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 ごぼうのおみそ汁 牛乳 コーンスープ
キャベツのベーコンソテー ゴボウサラダ 小松菜とチキンの煮物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾏﾄ煮 元気ヨーグルト ヤングコーンソテー

令和4年08月14日(日)

朝

ﾁｷﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾁｮｺ食ﾊﾟﾝ チョコカスター クリームエスカルゴパン わかめご飯 レーズンペストリー アメリカンワッフル シュガーバターコッペ
元気ヨーグルト

令和4年08月08日(月) 令和4年08月09日(火) 令和4年08月10日(水) 令和4年08月11日(木) 令和4年08月12日(金) 令和4年08月13日(土)

かぶの煮物 だいこんの味噌煮 ﾎﾟﾃﾄｿﾃｰ
小松菜の酢味噌和え ﾚﾝｺﾝｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ 小松菜のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ ｶﾘﾌﾗﾜｰの酢の物

米飯 麦ごはん
牛肉の野菜しゃぶしゃぶ さわらのﾊﾞｼﾞﾙ焼き ﾏｽの漬け焼き 肉団子のあんかけ あじの唐揚げ ひらすの山椒焼き 鶏肉のしぐれ煮

夕

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯

なすと厚揚げの煮物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜の炒め物 切干大根の炒り煮 ほうれん草のﾚﾊﾞｰ炒め

コンソメスープ（白菜） なすの煮物 小松菜のわさびﾄﾞﾚ和え

ピーチムース すまし汁 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾊﾟｲﾝ) いちごゼリー フルーツ缶（マンゴー） みそ汁（里芋）

米飯 米飯
さばの利休煮 鶏のさっぱり煮 豚肉のごまみそ炒め う巻き ｽﾊﾟﾆｯｼｭｵﾑﾚﾂ 豚肉の生姜焼き 白身魚のﾀﾙﾀﾙ焼き

昼

米飯 米飯 米飯 梅おろしぶっかけうどん 魚介のﾄﾏﾄﾋﾟﾗﾌ

炒り豆腐 冷奴 焼売 ほたてと菜の花の辛し和え

牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳
オレンジジュース

ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾐﾆﾁｮｺ食ﾊﾟﾝ カスタードクリームパン

元気ヨーグルト 菜の花のソテー スクランブルエッグ 厚揚げの煮物 ほうれん草のシーザーサラダ 元気ヨーグルト 青菜とベーコンのソテー
朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&黒糖ﾛｰﾙ りんりんりんご おいものクリームパン ゆかり御飯 黒糖ミルク

コーンスープ 牛乳 牛乳 かぼちゃのおみそ汁

８月のメニュー

令和4年08月01日(月) 令和4年08月02日(火) 令和4年08月03日(水) 令和4年08月04日(木) 令和4年08月05日(金) 令和4年08月06日(土) 令和4年08月07日(日)


