
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 ウィンナーのコンソメ炒め オムレツ さつま揚げの野菜炒め 玉子とじ ハムステーキ 納豆 野菜ステーキ 絹厚揚げの煮物 ウィンナーとポテト炒め 彩り野菜の平焼き さつま揚げの煮物

食 カリフラワーのおかかまぶし マカロニサラダ ほうれん草の海苔和え 白菜のサラダ スナップのドレッシング和え ちくわの煮物 いんげんの胡麻味噌和え キャベツの甘酢和え ブロッコリーとマカロニサラダ 菜の花のくるみ和え カリフラワーのサラダ

お赤飯　お吸い物 サバの味噌煮 桜ちらし寿司 豚肉の炒め物 あんかけラーメン 鶏肉のマヨ焼き 筍ごはん　お吸い物 親子煮 ささみフライ＆エビカツ 豆腐と豚肉の山椒炒め 肉団子のカレーあん

昼 天ぷら盛り合わせ 茄子とベーコン炒め 彩りしんじょうの含め煮 れんこんの金平 にらまんじゅう 刻み昆布の炒り煮 サワラの西京漬け 茄子の炒め物 切り干し大根の煮つけ かぼちゃのバター煮 かぶの白煮
食 かぶのとろみ煮 白菜のゆかり和え 菜の花のからし風味 キャベツのお浸し きゅうりとわかめのナムル 白菜の柚高香和え 揚げ出し豆腐 かぶのしその実和え 青梗菜のしらす和え 白菜のおかかまぶし いんげんの胡麻和え

いんげんの味噌和え お吸い物 茶碗蒸し　若竹汁 味噌汁 フルーツ 味噌汁 菜の花の和え物 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
赤魚の粕漬け 豚肉のプルコギ炒め グリルチキン　オニオンソースかけ カレイの幽庵焼き タラのチーズパン粉焼き サバの塩焼き ポークチャップ アジのムニエル 豚肉の細切り炒め カレイの和風ピカタ 筑前煮

夕 里芋の煮物 大根とツナの煮物 パプリカの洋風煮 里芋のそぼろ煮 キャベツと桜エビの炒め れんこんの金平 里芋とツナの煮物 小松菜とベーコンのさっと煮 海鮮チヂミ 大根の煮物 キャベツとハムの炒め

食 もやしの梅しそ和え ブロッコリーの塩昆布和え ポテトサラダ 小松菜のカニ風味 里芋のとも和え ほうれん草のサラダ 春菊のドレッシング和え アセアドアンサラダ いんげんのザーサイ和え ほうれん草とコーンのサラダ トマトとわかめのナムル

味噌汁 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 スープ 中華スープ 味噌汁 味噌汁
５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日

朝 ハムステーキ 千草焼き ウィンナーと野菜炒め がんもの含め煮 白身魚のハンバーグ 野菜ステーキ 玉子炒め ベーコンエッグ かんぱちバーグ がんもの炊き合わせ ウィンナーと野菜ソテー ほうれん草の平焼き じゃがべーバーグ

食 カリフラワーの明太マヨかけ 大根とわかめのサラダ 小松菜のなめたけあえ 青梗菜のマリネ アスパラとベーコンのサラダ ほうれん草の磯わさび和え 冬瓜のサラダ スナップのチーズサラダ 青梗菜のおひたし 小松菜のなめたけ和え もやしのしばわかめ和え キャベツのコールスローサラダ 青梗菜のわさび和え

厚揚げのオイスター炒め タラの香味焼き カレーライス サバの照り焼き 豚肉の生姜炒め アジの蒲焼き 鶏南蛮うどん 赤魚の土佐漬け チキン南蛮風 中華風玉子焼き 白身魚の野菜あんかけ 鶏肉の照り焼き 山菜そば
昼 ワンタンの中華煮 かぼちゃの甘煮 ミモザサラダ 里芋の煮物 キャベツの煮びたし さつまいものレモン煮 太巻き寿司 じゃが芋の千切り炒め 白菜の旨煮 小籠包 かぼちゃのそぼろ煮 白菜の煮びたし 焼きおにぎり

食 春雨のナムル ほうれん草の和え物 ヨーグルト かぶのしその実和え カリフラワーの土佐和え スナップのしょうゆマヨ きんぴら 春菊のわさび和え 青菜の胡麻だれ和え 春雨のからしマヨ風味 いんげんの生姜和え 小松菜のくるみ和え 肉詰めいなりの煮物

中華スープ 味噌汁 スープ 味噌汁 味噌汁 味噌汁 菜の花の柚子味噌和え 味噌汁 味噌汁 中華スープ 味噌汁 味噌汁 菜の花の酢味噌和え

チキンカツ 焼肉炒め 鶏肉の治部煮 肉団子の甘酢炒め カレイのピカタ 擬製豆腐 白身魚の和風ムニエル 豚肉と茄子の味噌炒め サワラの照り煮 ハヤシライス 照り焼きハンバーグ アジの焼びたし 肉豆腐
夕 菜の花のバター炒め ひじきの煮つけ 白菜と桜エビの塩炒め 三角春巻き 刻み昆布の煮つけ 茄子の味噌炒め 白菜のベーコン煮 卯の花 さつまいものきんぴら 海藻サラダ 人参とコーンのバター煮 里芋と玉ねぎ天の含め煮 スナップの玉子炒め

食 トマトのしらす和え いんげんのピーナッツ和え マカロニとチーズの和え もやしのナムル 大根の梅和え ブロッコリーの胡麻和え かぼちゃサラダ ブロッコリーの塩昆布和え 菜の花の錦糸和え フルーツ ポテトサラダ ブロッコリーの胡麻和え 茄子の生姜風味

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

朝 彩り野菜の平焼き かんぱちバーグ スクランブルエッグ さつま揚げの炒め 巣ごもり玉子 魚肉ソーセージの野菜炒め ふわふわ豆腐の炊き合わせ

食 かぶとハムのサラダ ブロッコリーのくるみ和え 小松菜のゴマだれ和え 平さやのピーナッツ和え トマトとオニオンサラダ 大根の塩昆布和え 青梗菜のサラダ

サワラの有馬焼き 中華丼 白身魚フライ＆クリームコロッケ 菜の花と鮭のパスタ 煮込みハンバーグ アジの南蛮漬け風 鶏肉のきのこがけ

昼 切り干し大根の炒り煮 餃子 高野豆腐の炊き合わせ コールスローサラダ グラッセ カリフラワーのだし煮 茄子のにんにく醤油炒め

食 いんげんの胡麻ドレ和え 海藻サラダ 茄子の生姜和え ポテトチキンロール スナップのマヨ和え 小松菜の錦糸和え いんげんの胡麻和え

味噌汁 中華スープ 味噌汁 コンソメスープ スープ 味噌汁 味噌汁
豚肉と麩のすき煮 鶏肉の香味焼き 豚肉の葱味噌のせ 厚揚げの土佐煮 赤魚の煮つけ 回鍋肉 オープンオムレツ

夕 ふきの油炒め 里芋の含め煮 冬瓜のとろみ煮 ほうれん草のバター炒め さつまいもの塩きんぴら 春雨のそぼろ炒め かぶとベーコンのコンソメ煮

食 青梗菜のお浸し カリフラワーの明太マヨ和え ブロッコリーのなめたけ和え かぶの高菜和え ひじきの和え物 白菜のナムル フレッシュサラダ

味噌汁 味噌汁 お吸い物 味噌汁 味噌汁 中華スープ スープ

　　　　　　　献立表　　　　　　　　　　　ミモザ横濱花梨苑


