
　台風が過ぎ、一気に秋らしい気候になり

・10月      9日(日)毎食・・・みんなの日曜日メニュー ました。今月からは、メニューも栗やさつ

・10月   12日(水)昼食・・・お楽しみメニュー(ご当地メニュー：福井) ま芋、キノコ等秋の味覚をはじめ、体温ま

・10月　26日(水)昼食・・・食事イベント る麺類も増やしています。

・10月　31日(月)昼食・・・ハロウィンメニュー   左写真は、9月のお楽しみメニュー【焼
豚卵飯】になります。柔らかい焼豚と温泉
卵が絡みペロッと食べられる一品です。
｢美味しい卵かけご飯やったわ」と笑撃の
コメントも頂きました(*'▽')

(管理栄養士　Y）

昼

ハロウィンスパゲッティー

海藻サラダ
コンソメスープ(玉葱）

夕

米飯
ひらすのみりん焼き
ちくわとごぼうの旨煮
酢の物

令和04年10月31日(月)
●今月の行事食●

朝
ﾂﾅﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ

元気ヨーグルト

コーンスープ

豚肉と野菜の炒め物
なすの揚げ浸し ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ オクラとわかめのごま風味サラダ ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) かぶのあっさり漬け シルバーサラダ 白菜の風味和え
ｳｲﾝﾅｰともやしの炒め物 いんげんのｿﾃｰ かぼちゃのバター醤油煮 鶏肉と大豆の味噌煮 小松菜の煮物 肉巻き

米飯 麦ごはん
さばの味噌煮 ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ 豚肉の生姜焼き あじの南蛮漬 赤魚の野菜あんかけ 麻婆豆腐 和風卵焼き

香の物(福神漬) しろなのなめたけ和え ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ)

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

レアチーズムース 金平ごぼう 炊き合わせ・赤だし じゃが芋のｺﾝｿﾒｿﾃｰ 季節のフルーツ（和なし) ﾚﾝｺﾝの土佐煮 さつまいもの煮物

米飯 米飯
炊き合わせ たらのきのこｿｰｽかけ お刺身盛り合わせ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ さつまいもｻﾗﾀﾞ ｼｲﾗのﾊﾞｼﾞﾙｿｰｽ焼き きのこ入り鶏つくねの照り焼き

昼

かきあげそば 米飯 米飯 米飯 きのこｶﾚｰ

イカの胡麻醤油和え 抹茶のブランマンジェ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ

牛乳
オレンジジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 みそ汁（小松菜） 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ
青菜のソテー ソーセージと野菜ソテー 厚揚げの煮物 ほうれん草のツナサラダ 元気ヨーグルト 大豆のトマト煮

令和04年10月30日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) カスタードクリームパン 北海道ミルクパン ゆかり御飯 おいものクリームパン ﾎﾟﾃﾄﾛｰﾙ＆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04年10月24日(月) 令和04年10月25日(火) 令和04年10月26日(水) 令和04年10月27日(木) 令和04年10月28日(金) 令和04年10月29日(土)

かきたま汁（豆腐）
ほうれん草の和え物 春雨ｻﾗﾀﾞ 青菜のからしﾏﾖ和え ほうれん草の和え物 もやしと胡瓜の酢の物 しろなのお浸し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え
じゃが芋のﾊﾞﾀｰ炒め なすの炒め物 焼き豆腐とかぼちゃの炊き合わせ さといもの煮っころがし 炒り豆腐 なすの含め煮

麦ごはん 米飯
さばの生姜煮 かに入り卵焼き あじのｱｰﾓﾝﾄﾞ揚げ トンテキ 魚の煮付け(メバル) 牛肉のｶﾞﾘﾎﾟﾝ炒め 白身魚の唐揚げ

タマゴサラダ ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え(ｶｸﾃﾙ)

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

蒲鉾としろなの煮浸し ごぼうの甘辛煮 ﾖｰｸﾞﾙﾄﾃﾞｻﾞｰﾄ ひじきの五目煮 レンコンサラダ じゃが芋の炒め物 大根のごま油炒め

米飯 米飯
鶏肉のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き ひらすの塩麹焼き しゅうまい・ぎょうざ ﾏｽのﾑﾆｴﾙ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ がんもの煮物 金目鯛の煮付け ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ

昼

米飯 麦ごはん 肉うどん 米飯 中華丼

ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) もやしのポン酢和え ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃)

牛乳
グレープジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 みそ汁（ごぼう） 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
じゃがとベーコンのコンソメ風味 カリフラワーのバター醤油炒め 切干大根の煮物 キャベツとささみのサラダ 元気ヨーグルト かぼちゃのソテー

令和04年10月23日(日)

朝

ｺｰﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ＆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 菜めし シュガーバターコッペ ハンバーガー 黒糖ミルク
元気ヨーグルト

令和04年10月17日(月) 令和04年10月18日(火) 令和04年10月19日(水) 令和04年10月20日(木) 令和04年10月21日(金) 令和04年10月22日(土)

卵焼き ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのかにあんかけ ｸﾘｰﾑ煮
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ごぼうｻﾗﾀﾞ ポテトサラダ 野菜ｻﾗﾀﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え もやしのﾄﾞﾚﾝｼﾝｸﾞ和え きゃべつとﾜｶﾒのﾎﾟﾝ酢和え

米飯 麦ごはん
鶏肉の塩麹焼き さわらのｼﾞﾝｼﾞｬｰｿｰｽ 鮭のオーロラ焼き 鶏のﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ さわらのきのこ味噌焼 ぶり大根 ﾐｰﾄﾛｰﾌ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

なすの含め煮 かぼちゃのクリーム煮 鶏肉と大根の洋風煮 魚肉ｿｰｾｰｼﾞとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物

大根サラダ 牛蒡とこんにゃくの金平 田楽
ピーチムース ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚ和え ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) パンプキンサラダ ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ）

米飯 米飯
ｶﾚｲのﾄﾏﾄｿｰｽかけ 治部煮 ゆず和え ひらすの照り焼き なすの揚げ浸し 豚肉のオイスターソース炒め 赤魚の香味焼き

昼

米飯 麦ごはん ソースカツ丼(福井県) 米飯 ちゃんぽん

さつまいものｻﾗﾀﾞ 小松菜とツナの炒め物 コーヒーゼリー 肉じゃが

牛乳
りんごジュース

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 みそ汁（豆腐） 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
野菜のﾄﾏﾄ煮 ｳｲﾝﾅｰと野菜のｽｰﾌﾟ煮 ツナと白菜の煮物 ヤングコーンソテー 元気ヨーグルト ほうれん草のマヨサラダ

令和04年10月16日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 黒糖ミルク レーズンペストリー わかめご飯 カスタードクリームパン ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ｲﾁｺﾞ) チョコカスター
元気ヨーグルト

令和04年10月10日(月) 令和04年10月11日(火) 令和04年10月12日(水) 令和04年10月13日(木) 令和04年10月14日(金) 令和04年10月15日(土)

ごぼうとさつま揚げの炒め物 焼売 おろし和え
ほうれん草のごま和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜のシーザーサラダ 温泉卵 ほうれん草の和え物 青菜のお浸し 春雨ｻﾗﾀﾞ 抹茶プリン

麦ごはん うなぎごはん
ﾒﾝﾁｶﾂ さわらのきのこあんかけ ひらすの和風ﾑﾆｴﾙ 豚肉のパン粉焼き ﾒﾊﾞﾙの煮付け 回鍋肉 かにの重ね蒸し

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

切干大根の炒り煮 なすの含め煮 冬瓜の煮物 ｶﾘﾌﾗﾜｰとかにかまのｺﾝｿﾒ煮

スイートサラダ 五目煮 みそ汁（さといも）
ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) 福神漬 日清創立50周年ケーキ ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) ﾌﾙｰﾂ缶（ﾐｶﾝ）

米飯 吉野家特製親子丼
バサの味噌マヨネーズ焼き 大根ｻﾗﾀﾞ 鶏肉のからあげ ぶりの照焼き 菜の花ときのこのバターソテー あじの漬け焼き 青菜と大豆の白和え

昼

米飯 ﾁｷﾝｶﾚｰ 米飯 米飯 味噌きしめん

かぼちゃのバター醤油煮 栗のムース 野菜サラダ なすのみそ煮

牛乳
オレンジジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 みそ汁（しめじ） 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ
レンコンサラダ マカロニソテー ひじきの煮物 ﾍﾞｰｺﾝとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｿﾃｰ 元気ヨーグルト 黒酢の肉団子

令和04年10月09日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ 北海道ミルクパン おいものクリームパン ゆかり御飯 ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ｼｮｺﾗﾛｰﾙ 中華粥
元気ヨーグルト

令和04年10月03日(月) 令和04年10月04日(火) 令和04年10月05日(水) 令和04年10月06日(木) 令和04年10月07日(金) 令和04年10月08日(土)

夕

米飯 米飯
さわらの照り焼き 鶏肉のｶﾚｰ風味焼き
野菜ｿﾃｰ れんこんきんぴら
ﾋﾞｰﾝｽﾞｻﾗﾀﾞ ﾅｽのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

昼

栗ご飯 米飯
肉じゃが さばの塩焼き
春菊の白和え かぶの塩昆布和え
ﾌﾙｰﾂ缶(りんご) けんちん汁

朝

ﾂﾅﾏﾖﾛｰﾙ＆ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ レーズンペストリー
元気ヨーグルト ツナサラダ
ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳

10月のメニュー

令和04年10月01日(土) 令和04年10月02日(日)

令和4年10月


