
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
１日 ２日 ３日 ４日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日

朝 厚揚げの煮物 ウインナーソテー 紅生姜さつまの煮物 かんぱちバーグ 野菜ステーキ ウインナーと野菜炒め さつま揚げの煮物 巣ごもり玉子 ハムステーキ 塩味チキン かんぱちバーグ

食 青梗菜のくるみ和え 大根サラダ ブロッコリーの塩昆布和え 青梗菜のサラダ カリフラワーの胡麻だれかけ マカロニサラダ ほうれん草のくるみ和え 白菜のしばわかめ和え カリフラワーのサラダ 青梗菜の海苔和え 大根サラダ

お赤飯　お吸い物 グリルチキン　マスタードソース 肉蕎麦 麻婆豆腐 とんかつ アンコウの味噌鍋風 肉団子の酢豚風 カレーライス にら玉風 にゅうめん 鶏肉の山椒焼き

昼 天ぷら盛り合わせ ピーマンのじゃこ炒め 太巻き寿司 ワンタンの中華煮 大根の甘酢和え 長芋の梅和え 大葉春巻き 大根のツナサラダ ほうれん草とコーンのバター炒め 焼きおにぎり ひじきの炒り煮

食 かぶのそぼろ煮 トマトの甘酢和え ほうれん草の大豆和え 茄子のナムル フルーツ フルーツ 春雨のナムル 福神漬け　フルーツ かぶのゆかり和え がんもの煮物 きゅうりとわかめの酢の物

小松菜のなめたけ和え スープ フルーツ 中華スープ 味噌汁 お吸い物 中華スープ 　スープ 味噌汁 いんげんの胡麻味噌和え 味噌汁
鶏肉の香味焼き 白身魚のカレーあんかけ ふわふわ玉子焼き カレイの和風ムニエル タラのパン粉焼き 親子煮 白身魚の煮つけ 鶏肉の葱塩焼き 照り焼きハンバーグ ポークチャップ サーモンフライ＆エビカツ

夕 ふきの油炒め 青のりポテト かぶの味噌がけ かぼちゃの甘煮 さつま芋のレモン煮 たけのことふきの含め煮 卯の花 きざみ昆布の炒り煮 アスパラベーコン炒め 冬瓜のコンソメ煮 菜の花としめじのソテー

食 カリフラワーのおかかまぶし ひらさやの胡麻だれかけ 菜の花のサラダ ズッキーニのマヨ和え 春菊のわさび和え 茄子のポン酢かけ スナップのマヨ和え 菜の花のからし和え もやしの高菜和え ブロッコリーのマリネ 里芋の和風サラダ

味噌汁 味噌汁 つみれ汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁
５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 ２６日 ２７日 ２８日

朝 彩り野菜の平焼き がんもの含め煮 白身魚のハンバーグ スクランブルエッグ 野菜ステーキ 竹輪の煮物 ウインナーのバター醬油炒め 肉団子の煮物 竹輪の炒め じゃがべーバーグ

食 スナップのドレッシング和え 菜の花のしその実和え カリフラワーのマリネ もやしのしその実和え マカロニサラダ いんげんのくるみ和え 大根のポン酢サラダ 小松菜のドレッシング和え 納豆 青梗菜とコーンのサラダ

まぐろカツ＆コロッケ アジの焼きびたし 鶏肉の照り焼き 厚揚げのそぼろあんかけ 玉子ときくらげの中華炒め ちらし寿司 タラのマヨネーズ焼き アジの和風ピカタ ミートソーススパゲティ 油淋鶏風
昼 きんぴら ブロッコリーとウィンナー炒め 冬瓜の錦糸あんかけ 白菜と桜えびの炒め煮 餃子 さつま芋の甘煮 茄子の炒め物 じゃが芋のそぼろ煮 花野菜の玉子サラダ しゅうまい
食 ほうれん草のおひたし 里芋のとも和え いんげんの生姜ポン酢 かぼちゃのサラダ 春雨サラダ 菜の花からし和え スナップの和え物 コールスローサラダ フルーツヨーグルト 菜の花の中華和え

味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 中華スープ お吸い物　茶碗蒸し 味噌汁 味噌汁 コンソメスープ 中華スープ
豚肉のプルコギ風炒め ハヤシライス サバの蒲焼き 鶏の塩肉じゃが 赤魚の薬味焼き 肉団子のすき焼き風 鶏の南蛮漬け風 春雨のチャプチェ風 鶏肉の治部煮 サワラの照り焼き

夕 ひじきの煮物 海藻サラダ 車麩の煮物 スナップのバター醬油炒め きざみ昆布の炒り煮 かぶのベーコン炒め 五目豆煮 にらまんじゅう さつま芋の塩バター炒め かぼちゃのレーズン煮

食 白菜の柚香和え フルーツ 小松菜のピーナツ和え 大根の高菜和え ほうれん草のわさび和え ブロッコリーの明太風味 トマトのドレッシング和え 茄子のナムル いんげんのピーナツ和え かぶのしその実和え

味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 中華スープ 味噌汁 味噌汁
１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日

朝 オムレツ ハムステーキ さつま揚げと野菜の炒め 冬瓜のそぼろ煮 ほうれん草の平焼き 高野豆腐の含め煮 じゃがべーバーグ

食 カリフラワーのサラダ スナップの錦糸和え 小松菜のしらす和え 納豆 ポテトサラダ 白菜の柚香和え ほうれん草のサラダ

かしわうどん サワラの幽庵焼き チーズハンバーグ 赤魚のきのこソースがけ 鶏肉の香味焼き サバの塩焼き 筑前煮
昼 いなり寿司 さつま芋のバター醬油煮 ブロッコリーのソテー きんぴら 切干大根の煮つけ 茄子の田楽 温奴　しらすのせ

食 かぶのとろろ昆布煮 いんげんの生姜和え スパゲティサラダ 菜の花のおかか和え カリフラワーの和え物 小松菜のおひたし いんげんのピーナツ和え

春菊の味噌がけ 味噌汁 コンソメスープ 味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁
フライ盛り合わせ 鶏肉の味噌照り焼き 豆腐のチャンプルー風 豚肉のからしマヨ焼き 豚肉のオイスター炒め 焼肉炒め シーフードオムレツ

夕 れんこんきんぴら 大根のカニあんかけ かぼちゃ煮 里芋の炊き合わせ チヂミ 青梗菜とさつま揚げのさっと煮 かぶとベーコンのコンソメ煮

食 白菜の煮びたし ほうれん草のおひたし オクラの磯和え ひじきのサラダ キャベツとわかめのナムル トマトの塩昆布和え ブロッコリーとチーズのサラダ

味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 中華スープ 味噌汁 スープ

　　　　　　                      　献  立  表　　　　　　　　　　　ミモザ横濱花梨苑


