
 ・1月  1日(日)昼食・・・おせち料理

 ・1月  ７日(土)昼食・・・七草うどん

 ・1月  11日(水)昼食・・・お楽しみメニュー(ご当地メニュー：山梨県)

 ・1月  22日(日)毎食・・・みんなの日曜日メニュー

　新年あけましておめでとうございます。

　先月は、行事食が目白押しで利用者さんはワクワクが止まらない、
といった感じでした。その様子は、広報誌にてお伝えさせていただ
きます。本年もどうぞよろしくお願い致します。(管理栄養士　Y)

コンソメスープ ほうれん草のﾅﾑﾙ

夕

麦ごはん 米飯

鶏のﾊﾞｼﾞﾙｿﾃｰ さけの照り焼き
ﾂﾅｻﾗﾀﾞ ﾅｽのｵｲｽﾀｰｿｰｽ炒め

昼

米飯 米飯

白身魚のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き 牛肉のｽﾀﾐﾅ炒め

里芋の土佐煮 れんこんの炒め煮

ﾋﾟｰﾏﾝとしらすの和え物 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾐｶﾝ)

令和05年01月30日(月) 令和05年01月31日(火)
●今月の行事食●

朝
ﾊﾑﾁｰｽﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝチョコカスター

元気ヨーグルト ポテトサラダ

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳

里芋の揚げ煮

小松菜のわさび和え なすのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ほうれん草のドレッシング和え ｶﾘﾌﾗﾜｰの辛子ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 小松菜のなめたけ和え かぶの酢の物 小松菜のごま和え

揚げだし豆腐 ぜんまいと厚揚げのごま油炒め さといものゆずみそかけ 大根とこんにゃくの田楽 ﾋﾞｰﾌﾝ炒め じゃが芋のたらこ炒め

米飯 米飯

豚肉とｷｬﾍﾞﾂのみそ炒め カレイの塩麹からあげ 牛肉の生姜炒め ﾒﾊﾞﾙの山椒焼き 肉団子と白菜のｸﾘｰﾑ煮 たらちり 八宝菜

スパゲティサラダ 野菜ｻﾗﾀﾞ ﾋﾞﾀﾐﾝｾﾞﾘｰ

夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

マカロニサラダ 季節のフルーツ(みかん) ごぼうの甘辛煮 かぼちゃの煮物 切干大根の煮物 がんもの煮物 ちくわの炒め煮

米飯 米飯

ｷｯｼｭ風ｵﾑﾚﾂ ﾁﾝｹﾞﾝ菜の生姜和え さばの塩焼き 鶏肉のみそ焼き 銀だらのみりん焼き 牛とじ ｼｲﾗの漬け焼き
昼

米飯 ﾄﾏﾄｸﾘｰﾑﾊﾟｽﾀ 米飯 麦ごはん 米飯

コンソメスープ（青菜） ﾌﾙｰﾂ缶(白桃) ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ)

牛乳

オレンジジュース

ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ 牛乳 牛乳 みそ汁　しろな 牛乳 コーンスープ

野菜ときのこの炒め物 大豆のトマト煮 信田巻の煮物 野菜ソテー 元気ヨーグルト タマゴサラダ

令和05年01月29日(日)

朝

ﾂﾅﾏﾖﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ﾁｮｺ) おいものクリームパン シュガーバターコッペ ゆかり御飯 レーズンペストリー ハンバーガー 抹茶リング

元気ヨーグルト

令和05年01月23日(月) 令和05年01月24日(火) 令和05年01月25日(水) 令和05年01月26日(木) 令和05年01月27日(金) 令和05年01月28日(土)

棒棒鶏

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのねりごま和え 小松菜の錦糸和え 小松菜のイタリアンソテー 洋風白和え ごぼうの胡麻和え たまごとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ フルーツ

かぶのｽｰﾌﾟ煮 田楽 春雨ｻﾗﾀﾞ 揚げさつま芋の昆布煮 かぼちゃ煮 かぶの煮物

米飯 天津飯

ﾁｷﾝ南蛮 さばの生姜煮 ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂ ほっけの塩こうじ焼き 白身魚の竜田揚げ ﾎﾟｰｸｽﾃｰｷ 海鮮焼売

粕汁 みそ汁（じゃがいも）

夕

麦ごはん 米飯 米飯 米飯 米飯

ﾚﾝｺﾝの炒め煮 揚げなすのポン酢かけ(熊本） 豆腐ﾁｬﾝﾌﾟﾙ しろなの和え物 ほうれん草のお浸し 小松菜の白和え みそ汁（さといも・おくら）

米飯 吉野家特製牛丼

ほっけの塩焼き 豚肉のピリ辛炒め あじの塩こうじ揚げ じゃがいもの甘辛炒め 鶏肉の照り焼き ひらすの揚げおろし煮 青菜と大豆の白和え
昼

米飯 米飯 麦ごはん 生姜あんかけうどん 米飯

ﾌﾙｰﾂ缶(みかん) すまし汁（そうめん） ｶﾘﾌﾗﾜｰの甘酢和え

付）春菊の和え物

アップルジュース 牛乳

ｸﾘｰﾑﾎﾟﾀｰｼﾞｭ 牛乳 牛乳 春菊のおみそ汁 牛乳 かきたまスープ

コーンソテー レンコンのマヨサラダ 大根の炒め物 白菜のスープ煮 元気ヨーグルト 松風焼き

令和05年01月22日(日)

朝

ﾋﾟｻﾞﾄｰｽﾄ＆ﾐﾆﾁｮｺﾊﾟﾝ 北海道ミルクパン りんりんりんご 菜めし 黒糖パンのﾌﾚﾝﾁﾄｰｽﾄ 肉まん&ピザまん 雑炊

元気ヨーグルト

令和05年01月16日(月) 令和05年01月17日(火) 令和05年01月18日(水) 令和05年01月19日(木) 令和05年01月20日(金) 令和05年01月21日(土)

ミニおでん いかと里芋の煮物 金平ごぼう

粕汁 バナナムース 白菜のおかか和え 豆ｻﾗﾀﾞ 人参とｶﾘﾌﾗﾜｰのﾋﾟｸﾙｽ ｲﾝｹﾞﾝのｺﾞﾏﾄﾞﾚ和え ﾅﾑﾙ

米飯 米飯

たらこと里芋の卵焼き ﾁｷﾝｶﾂ ぶり大根 豚肉の生姜焼き 赤魚のもろみ焼き にら玉焼き 白身魚のﾁｰｽﾞ焼き
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

スパゲティサラダ ごぼうの炒め煮 じゃが芋煮 こうやの卵とじ

キャベツとピーマンソテー 春雨の炒め物 ﾌﾙｰﾂ缶(ｶｸﾃﾙ)

大根ｻﾗﾀﾞ 青菜とかにかまのお浸し すまし汁（つみれ） シーザーサラダ ﾌﾙｰﾂ缶(洋梨) 春雨スープ

米飯 卵チャーハン

水炊き風 ひらすの塩焼き 肉巻・揚げｼｭｳﾏｲ ﾒﾊﾞﾙの蒲焼き ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ さわらのみりん焼き 麻婆なす
昼

米飯 米飯 ほうとう(山梨) 麦ごはん 米飯

ひじきの煮物 かぼちゃと鶏つくねの煮物 ﾌﾙｰﾂ缶(ﾏﾝｺﾞｰ) ほうれん草の和え物

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 白菜のおみそ汁 牛乳 コーンスープ

ほたてと青菜のソテー 野菜のトマト煮 ごぼ天の煮物 スクランブルエッグ 元気ヨーグルト ほうれん草のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ

令和05年01月15日(日)

朝

ﾁｷﾝﾏﾖﾄｰｽﾄ&ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ（ｲﾁｺﾞ） 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 ｶﾚｰﾄﾞｯｸ＆ﾐﾆｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ 黒糖ミルク

元気ヨーグルト

令和05年01月09日(月) 令和05年01月10日(火) 令和05年01月11日(水) 令和05年01月12日(木) 令和05年01月13日(金) 令和05年01月14日(土)

大根と牛肉の煮物 炒り豆腐 かぶとベーコンのｺﾝｿﾒ煮

オレンジゼリー ｷｬﾍﾞﾂの塩昆布和え 春雨ｻﾗﾀﾞ ｵｸﾗのおろしなめたけ和え ﾁﾝｹﾞﾝ菜のﾂﾅ和え さつまいものｻﾗﾀﾞ ｶﾘﾌﾗﾜｰのｻｳｻﾞﾝ和え

米飯 麦ごはん

青椒肉絲 さばの梅風味焼き 豚肉の炒め物 鶏の甘酢あんかけ さわらの山椒焼 豚肉のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ﾃﾞﾐｿｰｽ
夕

米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

かぶの煮物 ひじきの炒め煮 なすの煮浸し ﾋﾞｰﾌﾝ炒め

ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ ほうれん草のゆずﾄﾞﾚ和え 揚げだし豆腐

ほうれん草の柚子和え コンソメスープ みそ汁（ごぼう） かきたま汁 和風ビーンズサラダ

七草うどん 米飯

ぶりの照り焼き 鶏のｸﾘｰﾑｿｰｽ煮 金目鯛の煮付け ｶﾚｲのﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き ｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ 竹輪の磯部揚げ ｼｲﾗの七味焼き
昼

とろろご飯 米飯 麦ごはん 米飯 ｷｰﾏｶﾚｰ

とろっとがんもの煮物 ﾐﾓｻﾞｻﾗﾀﾞ レンコンサラダ 大豆ｻﾗﾀﾞ

牛乳

桜大根･青りんごゼリー オレンジジュース

五目煮（牛蒡・大豆・ｼｲﾀｹ） 牛乳 牛乳 みそ汁（きのこ） 牛乳 ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ

野菜のスープ煮 カリフラワーのソテー れんこんの煮物 ほうれん草のスープ煮 元気ヨーグルト ハムサラダ

令和05年01月08日(日)

朝

米飯 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 ﾀﾏｺﾞﾛｰﾙ＆ﾐﾆ食ﾊﾟﾝ(ｲﾁｺﾞ) レーズンペストリー

お雑煮（すまし仕立て）

米飯

ふくさ焼き

たらこ炒め

カリフラワーの酢の物

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

朝

米飯

お雑煮（みそ仕立て）

切干大根の煮物

千枚漬け

新春デザート

昼 おせち

夕

1月のメニュー

令和05年01月01日(日)

令和 5年 1月


