
特別養護老人ホーム 竹の里園

日付
御飯（麺の日） 御飯 漬物 御飯 漬物 御飯 漬物 玉子丼 漬物

味噌バターラーメン ミックスフライ パイン缶 ほっけの塩焼き 照り焼きチキン いわしのかつお煮

餃子 卯の花 もやしのカレー炒め ツナじゃが ブロッコリーの辛子マヨ和え

バナナ 春雨の酢の物 高野豆腐の含め煮 菜の花のナムル みそ汁

漬物 コンソメスープ すまし汁 ヨーグルト みそ汁 ヨーグルト みかん缶

おやつ
カロリー

日付
御飯 とふめし 御飯 漬物 創立記念日 御飯 漬物 コーンチャーハン 御飯 漬物

ビーフシチュー かき揚げそば 鶏肉のみぞれ煮 豚のカレー炒め黄桃缶 キャベツのおかか和え 豚じゃが みかん

シーザーサラダ 玉葱のマリネ 高野の卵とじ 切干大根煮 もずくスープ ほうれん草のバターソテー

柿 ヤクルト キャベツとりんごのサラダ ブロッコリーと牛蒡の和え物 ヤクルト ひじきの酢の物

漬物 漬物 すまし汁 ヨーグルト コンソメスープ みそ汁

おやつ
カロリー

日付
御飯 漬物 御飯 漬物 チキンカレー 御飯 漬物 御飯 漬物 御飯 漬物 ゆかり御飯

照り焼き豆腐ハンバーグ メバルの煮付け ヨーグルトサラダ 西京焼き魚 バナナ 鶏の唐揚げ みかん 太刀魚の煮付け しっぽくうどん

ナポリタン じゃがいもの明太子炒め バナナ きのこの卵とじ さつま芋の甘煮 焼き茄子のごまダレかけ ひじき煮

菜の花のなめ茸和え 大根の味噌マヨ和え 長芋のポン酢和え 菜の花のごま和え 春雨サラダ ヤクルト

コンソメスープ ジョア すまし汁 みかん缶 赤だし みそ汁 すまし汁 ヨーグルト 漬物

おやつ
カロリー

日付
御飯 漬物 カツ丼 御飯 漬物 御飯 いなり寿司 御飯 漬物 お誕生日会

鯖の香草焼き ジョア 青菜の白和え 赤魚煮付け ヨーグルト カリフラワーのシチュー なめこおろしそば 牛肉コロッケ ヨーグルト

じゃがバターコーン みそ汁 オイルパスタ ミモザサラダ 鶏肝煮 大根の鶏そぼろ煮

大根のゆかり和え ヨーグルト ブロッコリーの辛子マヨ和え パイン缶 みかん缶 納豆和え

かき玉汁 漬物 すまし汁 漬物 コンソメスープ

おやつ
カロリー

日付
御飯 漬物 御飯 漬物 御飯 漬物 御飯（麺の日）

カレイの煮付けパイン缶 照り焼きハンバーグ 揚げ魚の三杯酢かけ ソース焼きそば

玉子豆腐 秋野菜のラタトゥイユ ふろふき大根 チキンボール

キャベツの辛子酢味噌和え 青梗菜のごま和え 春雨のピリ辛和え ヨーグルト

すまし汁 コーンスープ 黄桃缶 みそ汁 バナナ 漬物

おやつ
カロリー 544 ＋ 47 kcal 740 ＋ 71 kcal 597 ＋ 78 kcal 683 ＋ 77 kcal

昼食

青りんごゼリー 生姜湯 お菓子 お汁粉 煎茶 和菓子

481 ＋ 184 kcal
27日 28日 29日 30日

611 ＋ 15 kcal 600 ＋ 88 kcal 605 ＋ 112 kcal 544 ＋ 106 kcal 700 ＋ 178 kcal 607 ＋ 132 kcal

26日

昼食

みかんゼリー 煎茶 和菓子 紅茶 洋菓子 ホットレモン お菓子 紅茶 洋菓子 抹茶ババロア 紅茶 ケーキ

20日 21日 22日 23日 24日 25日

紅茶 洋菓子 煎茶 和菓子
652 ＋ 122 kcal 500 ＋ 72 kcal 572 ＋ 22 kcal 544 ＋ 　　 kcal 633 ＋ 56 kcal 628 ＋ 133 kcal 574 ＋ 84 kcal

昼食

プリン パインジュース お菓子 煎茶 和菓子 手作りオヤツ コーヒーゼリー

624 ＋ 153 kcal
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日

586 ＋ 57 kcal 726 ＋ 62 kcal 573 ＋ 73 kcal 627 ＋ 119 kcal 486 ＋ 109 kcal

12日

昼食

デザートムース いちごゼリー アセロラジュース お菓子 煎茶 和菓子 煎茶 和菓子 紅茶 洋菓子

6日 7日 8日 9日 10日 11日

紅茶 洋菓子 りんごジュース お菓子
659 ＋ 116 kcal 649 ＋ 80 kcal 512 ＋ 70 kcal 558 ＋ 169 kcal 597 ＋ 75 kcal

昼食

バニラババロア 煎茶 和菓子 生姜湯 お菓子

金曜日 土曜日
1日 2日 3日 4日 5日

11月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日


