
　

　夏の暑さは、どこへやら…朝夕の冷え込み
に震える毎日です。利用者さんは｢粕汁してな

・11月  9日(水)昼食・・・お楽しみメニュー(ご当地メニュー：宮城) ぁ｣と、冬メニューのアイデアを出してくれます。
・11月24日(木)昼食・・・食事イベント 　左の写真は、10月のお楽しみメニュー【ソー

スカツ丼】です。トンカツをソースに浸し、キャ
ベツの上にのせた逸品です。揚げ物が好きな方は
多く、ソースが絡み柔らかくなったお肉を嬉しそ
うに食べられていました(*'▽')　(管理栄養士 Y)

11月のメニュー

令和04年11月01日(火) 令和04年11月02日(水) 令和04年11月03日(木) 令和04年11月04日(金) 令和04年11月05日(土) 令和04年11月06日(日)

朝

ﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ 北海道ミルクパン ゆかり御飯 シュガーバターコッペ

牛乳 牛乳 菜の花のおみそ汁 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

ハンバーガー レーズンペストリー
ブロッコリーサラダ ｳｲﾝﾅｰと野菜のｸﾘｰﾑ煮 かんぴょうの煮物 小松菜とﾊﾑのｿﾃｰ 元気ヨーグルト ﾍﾞｰｺﾝとじゃがいものソテー

昼

米飯 米飯 米飯 唐揚げカレー 米飯

ひじきの煮物 ﾅｽの含め煮 焼きﾋﾞｰﾌﾝ ぶどうｾﾞﾘｰ じゃが芋の含め煮 根菜の炒め物
ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) カリフラワーの和風和え 福神漬 ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) 小松菜のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え

米飯
青椒肉絲 白身魚のﾑﾆｴﾙ　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 鶏肉の生姜焼き 大根ｻﾗﾀﾞ 銀だらの西京漬焼き 親子煮

夕

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 麦ごはん

れんこんの甘辛炒め 冬瓜のくず煮 さつまいもと昆布の煮物 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ 青菜の和え物 ﾋﾟｰﾏﾝのおかか和え
ﾁﾝｹﾞﾝ菜の和風和え 小松菜のごま和え ごぼうｻﾗﾀﾞ ｵｸﾗのﾎﾟﾝ酢和え コンソメスープ（ほうれん草） みそ汁（じゃが芋）

米飯
たらの揚げおろし煮 豚肉のみそ漬焼き さわらの香味焼き お好み焼き風卵焼き 鶏肉のﾁｰｽﾞ焼き ﾏｽのﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き

ブロッコリーとえびのコンソメ煮 じゃがいものカレーソテー 大豆の煮物 小松菜サラダ 元気ヨーグルト タマゴサラダ

令和04年11月13日(日)

朝

ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ&ﾚｰｽﾞﾝﾛｰﾙ 抹茶リング チョコカスター わかめご飯 カスタードクリームパン 肉まん&ピザまん 黒糖ミルク
元気ヨーグルト

令和04年11月07日(月) 令和04年11月08日(火) 令和04年11月09日(水) 令和04年11月10日(木) 令和04年11月11日(金) 令和04年11月12日(土)

牛乳
りんごジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 大根のおみそ汁 牛乳 かき玉スープ

昼

米飯 米飯 麻婆やきそば 米飯 ビビンバ丼

しゅうまい・小龍包 れんこんのタラマヨ和え 青菜の辛子和え こんにゃくの炒り煮

米飯 米飯
海老と卵の炒め物 魚のから揚げカレー風味 肉巻き ひらすのﾏﾖ七味焼き れんこんｻﾗﾀﾞ ぶりの柚庵焼き 鶏肉の塩炒め

チンゲン菜のスープ 筑前煮 白菜のサラダ
ゴボウサラダ みそ汁 ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) みそ汁（うまい菜）

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯

豚肉と野菜のｵｲｽﾀｰ炒め ﾁﾝｹﾞﾝ菜の煮浸し かぼちゃのえびあんかけ かぶの土佐煮

米飯 米飯
ﾒﾊﾞﾙの照り煮 鶏肉の玉葱ｿｰｽかけ さばのごま醤油焼き 鶏肉のハニーマスタード焼き 魚のオーロラ焼き 豚肉のパン粉焼き ﾏｽの菜種焼き

ﾚﾊﾞｰ炒め 大豆のトマト煮 なすと厚揚げの生姜あんかけ

しろなの和え物 もやしのごま和え だいこんの酢味噌和え ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和え物 ｵｸﾗとキャベツの磯和え ｵﾘﾋﾞｴｻﾗﾀﾞ 春雨の酢の物

ビーンズサラダ ウインナーのスープ煮 さつま揚げの煮物 ツナと青菜のソテー 元気ヨーグルト コーンサラダ

令和04年11月20日(日)

朝

ﾁｷﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ（ｲﾁｺﾞ） おいものクリームパン りんりんりんご 菜めし 黒糖パンのﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ アメリカンワッフル 北海道ミルクパン
元気ヨーグルト

令和04年11月14日(月) 令和04年11月15日(火) 令和04年11月16日(水) 令和04年11月17日(木) 令和04年11月18日(金) 令和04年11月19日(土)

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 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

昼

米飯 米飯 豚丼 米飯 米飯

焼き餃子・小龍包 花野菜のｺｰﾝﾏﾖかけ ﾁﾝｹﾞﾝ菜のﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 春雨ｻﾗﾀﾞ

麦ごはん 卵のせナポリタン
ホキのあんかけ あじの竜田揚げ たけのこと卵の炒め物 さばの塩焼き ロールキャベツ ひらすの和風ﾑﾆｴﾙ コロッケ

ｼﾞｬｰﾏﾝﾎﾟﾃﾄ かぼちゃのえびあんかけ 盛り合わせｻﾗﾀﾞ
白菜のピーナッツ和え ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ) けんちん汁 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) さつま芋サラダ

夕

米飯 麦ごはん 米飯 米飯 米飯

ｽｲｰﾄﾎﾟﾃﾄ 小松菜の炒め物 野菜ｿﾃｰ れんこんきんぴら

米飯 米飯
鶏肉のみそ焼き 肉豆腐 赤魚のみりん焼き 鶏肉のｶﾚｰ風味焼き 白身魚のﾌﾗｲ 豚肉のにんにく醤油炒め さわらのきのこあんかけ

切干大根の炒り煮 冬瓜とさつま揚げの煮物 かぶの含め煮
豆腐ｻﾗﾀﾞ スイートサラダ スパゲティサラダ ﾅｽのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 温泉卵 ほうれん草の和え物 ﾌﾙｰﾂ缶(りんご)

スクランブルエッグ スパゲティサラダ 切干大根の煮物 カリフラワーのコンソメ煮 元気ヨーグルト 野菜とｿｰｾｰｼﾞのｿﾃｰ

令和04年11月27日(日)

朝

ｴｯｸﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ シュガーバターコッペ レーズンペストリー わかめご飯 抹茶リング ﾎｯﾄﾄﾞｯｸﾞ＆ﾊﾆｰﾛｰﾙ チョコカスター
元気ヨーグルト

令和04年11月21日(月) 令和04年11月22日(火) 令和04年11月23日(水) 令和04年11月24日(木) 令和04年11月25日(金) 令和04年11月26日(土)

牛乳
オレンジジュース

コーンスープ 牛乳 牛乳 春菊の赤だし 牛乳 ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ

昼

米飯 米飯 米飯 炊き込みご飯（半量） 米飯

なすのみそ煮 ｶﾘﾌﾗﾜｰとウインナーのｺﾝｿﾒ煮 焼売 天ぷら盛り合わせ

中華丼 麦ごはん
ぶりの照焼き 揚げ鶏のおろしｿｰｽ 回鍋肉 手打ちうどん ｶﾚｲのﾄﾏﾄｿｰｽかけ 焼きﾋﾞｰﾌﾝ さばのみりん焼き

さつまいものｻﾗﾀﾞ 豆腐サラダ ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾄﾞﾚ和え
ﾌﾙｰﾂ缶(黄桃) ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ かぶの塩昆布和え 季節の果物　洋梨 コンソメスープ みそ汁

夕

米飯 米飯 麦ごはん 米飯 米飯

インゲンとコーンのソテー ごぼうの炒め物 五目煮 厚揚げの煮物

米飯 米飯
ﾒﾝﾁｶﾂ・ｵﾆｵﾝﾘﾝｸﾞ ﾒﾊﾞﾙの煮付け あじの漬け焼き トンテキ 鶏肉の塩麹焼き ﾏｽの幽庵焼 煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

なすの含め煮 レンコンの胡麻醤油炒め かぼちゃの煮物
ほうれん草ともやしのごま和え 青菜のお浸し ﾋﾞﾀﾐﾝｾﾞﾘｰ ﾋﾞｰﾝｽﾞｻﾗﾀﾞ ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ 春菊の和え物 ごぼうｻﾗﾀﾞ

ブロッコリとウインナーのソテー

コーンスープ 牛乳 牛乳

令和04年11月28日(月) 令和04年11月29日(火) 令和04年11月30日(水)

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ シュガーバターコッペ 北海道ミルクパン
元気ヨーグルト カリフラワーのカレーソテー

じゃがいもの金平 大根サラダ
ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ) ﾌﾙｰﾂ缶(白桃)

昼

米飯 米飯 ちゃんぽん
ひらすの照り焼き 豚肉のごま味噌炒め なすの揚げ浸し
肉じゃが

朝

野菜ｻﾗﾀﾞ もやしのﾄﾞﾚﾝｼﾝｸﾞ和え ほうれん草の和え物

夕

米飯 米飯 米飯
鶏のﾀﾙﾀﾙｿｰｽかけ ぶり大根 さわらのきのこ味噌焼
魚肉ｿｰｾｰｼﾞとﾋﾟｰﾏﾝの炒め物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのかにあんかけ 卵焼き

●今月の行事食●

令和4年11月


