
●今月の行事食●

 ・9月  10日(土）昼食・・・お月見メニュー
 ・9月  14日(水）昼食・・・お楽しみメニュー（ご当地メニュー：愛媛)
 ・9月  19日(月）昼食・・・敬老の日メニュー
 ・9月  25日(日）毎食・・・みんなの日曜日メニュー

９月のメニュー

令和4年09月01日(木) 令和4年09月02日(金) 令和4年09月03日(土) 令和4年09月04日(日)

朝

ゆかり御飯 北海道ミルクパン

えのきのおみそ汁 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

ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾐﾙｸﾊﾟﾝ 十勝あんぱん

れんこんの煮物 かぼちゃのｹﾁｬｯﾌﾟｿﾃｰ 元気ヨーグルト ほうれん草のサラダ

ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ ごぼうの甘辛煮 ゴボウサラダ

シルバーサラダ すいか みそ汁

昼

米飯 海鮮ﾀﾝﾒﾝ 麦ごはん 米飯

とんかつ 肉しゅうまい・えびしゅうまい ひらすの塩麹焼き ﾏｽのﾑﾆｴﾙ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ

なすの味噌炒め

焼き豆腐と大根の炊き合わせ じゃが芋のﾊﾞﾀｰ炒め さといもの煮っころがし

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 青菜のからしﾏﾖ和え マカロニサラダ ｶﾘﾌﾗﾜｰのｲﾀﾘｱﾝｻﾗﾀﾞ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯

高野豆腐の炒め物 あじのみそ焼き かに入り卵焼き トンテキ

小松菜の炒め物

ベーコンスクランブル ブロッコリーの菜種ソテー きざみ昆布の煮物 ジャーマンポテト 元気ヨーグルト かぼちゃのクリーム煮

令和4年09月11日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 黒糖ミルク カスタードクリームパン わかめご飯 チョコカスター ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ｼｮｺﾗﾛｰﾙ 抹茶リング

元気ヨーグルト

令和4年09月05日(月) 令和4年09月06日(火) 令和4年09月07日(水) 令和4年09月08日(木) 令和4年09月09日(金) 令和4年09月10日(土)

牛乳

アップルジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 キャベツのおみそ汁 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

昼

豚丼 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) ｳｲﾝﾅｰともやしの炒め物 小松菜の炒め物 金平ごぼう

お月見クリームスパゲティ きのこｶﾚｰ
レンコンとチキンのサラダ 金目鯛の煮付け ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ たらのきのこｿｰｽかけ かれいの照り焼き 白身魚フライ・オニオンリング さつまいもｻﾗﾀﾞ

白菜の煮浸し お月見ゼリー ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃)

ピーチムース さつまいもサラダ ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) いんげんのピーナッツ和え 菜の花のかにサラダ 香の物(福神漬)

夕

米飯 麦ごはん 米飯 米飯 米飯

炒り豆腐 なすの含め煮 野菜ｿﾃｰ いんげんのｿﾃｰ

米飯 米飯

ﾒﾊﾞﾙの南部焼き 牛肉のｶﾞﾘﾎﾟﾝ炒め 白身魚の唐揚げ ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ 豚肉の生姜焼き 赤魚の野菜あんかけ ｼｲﾗのﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き

かきたま汁 かぼちゃの甘煮 かぶのあっさり漬け

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ しろなのお浸し 白菜の塩昆布和え パンプキンサラダ レンコンサラダ 焼きなす すまし汁

ケチャップソテー キャベツと大豆のサラダ さつま揚げと菜の花の煮物 ほうれん草とﾍﾞｰｺﾝのｽｰﾌﾟ煮 元気ヨーグルト 野菜のトマト煮

令和4年09月18日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ レーズンペストリー シュガーバターコッペ 菜めし 北海道ミルクパン ハンバーガー ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ

元気ヨーグルト

令和4年09月12日(月) 令和4年09月13日(火) 令和4年09月14日(水) 令和4年09月15日(木) 令和4年09月16日(金) 令和4年09月17日(土)

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 まいたけのおみそ汁 牛乳 コーンスープ

昼

米飯 米飯 焼き豚卵飯（愛媛） 米飯 米飯

鶏肉と厚揚げの味噌煮 肉巻き・揚げ餃子 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) ﾃﾞｻﾞｰﾄﾑｰｽ(いちご)

米飯 米飯

あじの南蛮漬 麻婆豆腐 小松菜のツナマスタードサラダ アジフライ・オニオンリング 青椒肉絲 白身魚のﾑﾆｴﾙ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ さわらの香味焼き

ひじきの煮物 小松菜の炒め物 ﾅｽの含め煮

ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え(ｶｸﾃﾙ) 杏仁豆腐 コンソメスープ ポテトサラダ ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) ひじきの白和え

夕

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯

じゃが芋のｺﾝｿﾒｿﾃｰ レンコンの胡麻醤油炒め がんもの煮物 ちくわとごぼうの旨煮

米飯 麦ごはん

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ さばの味噌煮 魚のコーン焼き 鶏肉の南部焼き たらの揚げおろし煮 豚肉のみそ漬焼き 鶏肉のﾁｰｽﾞ焼き

れんこんの甘辛炒め ぜんまいと厚揚げのごま油炒め きんぴらじゃがいも

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ しろなのなめたけ和え 白菜の風味和え 酢の物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜のサラダ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｺｰﾝﾏﾖかけ ごぼうｻﾗﾀﾞ

ﾂﾅとｶﾘﾌﾗﾜｰのｿﾃｰ ｳｲﾝﾅｰとじゃが芋のｽｰﾌﾟ煮 ごぼうの炒め物 ベーコンといんげんのソテー 元気ヨーグルト 松風焼き

令和4年09月25日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ｶｽﾀｰﾄﾞﾛｰﾙ チョコカスター シュガーバターコッペ ゆかり御飯 レーズンペストリー ﾎﾟﾃﾄﾛｰﾙ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ 雑炊

元気ヨーグルト

令和4年09月19日(月) 令和4年09月20日(火) 令和4年09月21日(水) 令和4年09月22日(木) 令和4年09月23日(金) 令和4年09月24日(土)

付）春菊の和え物

オレンジジュース 牛乳

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 キャベツときのこのおみそ汁 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

昼

ちらし寿司 米飯 米飯 カレーうどん 米飯

茶碗蒸し 青菜の辛子和え かぼちゃのバター醤油煮 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ)

米飯 吉野家特製牛丼

天ぷら 銀だらの西京漬焼き 親子煮 豚肉と野菜のｵｲｽﾀｰ炒め さわらのマヨ焼き 煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 青菜と大豆の白和え
れんこんとチキンボールの煮物 じゃがいものカレーソテー みそ汁（さといも・おくら）

菜の花の和え物 すまし汁（野菜つみれ） 小松菜のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) マカロニサラダ

夕

米飯 麦ごはん 米飯 麦ごはん 米飯

豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ 焼きﾋﾞｰﾌﾝ ﾋﾟｰﾏﾝのツナ炒め しゅうまい

米飯 天津飯

ﾒﾊﾞﾙの照り煮 お好み焼き風卵焼き ﾏｽのﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き 揚げ魚（赤魚）の油淋鶏風 鶏肉の玉葱ｿｰｽかけ さばのごま醤油焼き 海鮮焼売

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の煮浸し 切干大根の炒め煮 棒棒鶏

和風ビーンズサラダ しろ菜の和え物 春雨スープ しろなのわさびﾏﾖ和え もやしのごま和え だいこんの酢味噌和え フルーツ(ﾏﾝｺﾞｰ)
令和4年09月26日(月) 令和4年09月27日(火) 令和4年09月28日(水) 令和4年09月29日(木) 令和4年09月30日(金)

スパゲティサラダ

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 もやしのおみそ汁 牛乳

アップルジュース

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆黒糖ﾛｰﾙ 黒糖ミルク カスタードクリームパン わかめご飯 黒糖パンのﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ

元気ヨーグルト カリフラワーのソテー チキンとアスパラのソテー 厚揚げの炒め物

昼

ビビンバ丼 米飯 あんかけ焼そば 米飯 米飯

季節のフルーツ（マスカット） 冬瓜のくず煮 ﾃﾞｻﾞｰﾄﾑｰｽ(ﾊﾞﾅﾅ) ごぼうの旨煮 すまし汁（ハンペン）

大根サラダ 菜の花のサラダ 小松菜のごま和え

れんこんｻﾗﾀﾞ ぶりの柚庵焼き 肉巻・揚げぎょうざ 鶏肉の塩炒め あじの竜田揚げ

肉豆腐

ごぼうの甘辛炒め ｷｬﾍﾞﾂのｺﾝｿﾒ煮 さつまいものﾚﾓﾝ煮 なすの生姜あんかけ もやしのｿﾃｰ
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 麦ごはん

さわらの山椒煮 豚肉のﾊﾞﾀｰ醤油炒め 鶏肉のみそ焼き ﾏｽの菜種焼き

　日中は未だ暑い日が続きますが、朝夕が段々と過ごしやすく

ほうれん草の磯和え ｵﾘﾋﾞｴｻﾗﾀﾞ 豆腐ｻﾗﾀﾞ 春雨の酢の物 カリフラワーの梅和え

ホッとしている次第です。　　　　　　(管理栄養士　Y）

今月からは、食堂も利用再開となりますので厨房スタッフ共々、

　新規メニューも何食かありましたが、感想も聞けずじまいです。

食堂には使い捨て食器を山のように積んでいました。

なってきました。　8月は感染対応として、居室での喫食を実施、

令和4年9月


