
 
 
 
 
 
 
 
    ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 534.47 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 582.99 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 555.53 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 613.61 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 539.22
    ｶﾙｼｳﾑ 397.91 ｶﾙｼｳﾑ 309.18 ｶﾙｼｳﾑ 447.03 ｶﾙｼｳﾑ 445.73 ｶﾙｼｳﾑ 408.32

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 566.35 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 574.78 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 577.37 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 551.1 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 510.49 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 532.33 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 517.95
ｶﾙｼｳﾑ 346.85 ｶﾙｼｳﾑ 329.97 ｶﾙｼｳﾑ 287.48 ｶﾙｼｳﾑ 339.01 ｶﾙｼｳﾑ 331.28 ｶﾙｼｳﾑ 271.96 ｶﾙｼｳﾑ 619.74

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 446.1 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 549.1 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 514.75 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 602.32 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 505.98 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 530.61 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 505.04
ｶﾙｼｳﾑ 148.17 ｶﾙｼｳﾑ 321.51 ｶﾙｼｳﾑ 370.36 ｶﾙｼｳﾑ 352.52 ｶﾙｼｳﾑ 273.33 ｶﾙｼｳﾑ 331.75 ｶﾙｼｳﾑ 433.79

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 508.24 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 541.82 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 537.08 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 574.59 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 511.18 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 463.4 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 509.75
ｶﾙｼｳﾑ 386.57 ｶﾙｼｳﾑ 452.91 ｶﾙｼｳﾑ 460.8 ｶﾙｼｳﾑ 335.09 ｶﾙｼｳﾑ 352.91 ｶﾙｼｳﾑ 509.1 ｶﾙｼｳﾑ 299.98

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 523.33 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 579.45 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 579.52 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 612.97 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 523.84     
ｶﾙｼｳﾑ 317.27 ｶﾙｼｳﾑ 297 ｶﾙｼｳﾑ 379.2 ｶﾙｼｳﾑ 350.13 ｶﾙｼｳﾑ 331.8     

７月献立表
  7月1日 火曜日 7月2日 水曜日 7月3日 木曜日 7月4日 金曜日 7月5日 土曜日

御飯
納豆 ボイルウィンナー 京がんもと糸昆布の煮物 ししゃもの焼き魚 さんまの生姜煮

御飯 御飯・パン 御飯 御飯

笹かまぼこ
青菜とハムの炒め物 なめこおろし うずら豆煮 絹さやの卵とじ ほうれん草とじゃこの炒め物

ずいきの煮物 ぜんまいの煮つけ 煮浸し はすのきんぴら

ふりかけ 白菜漬け
味噌汁（にら・えのき） 味噌汁（南瓜・葱） 味噌汁（きゃべつ・油揚） 味噌汁（麩・万能葱）

牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

朝食
味噌汁（玉葱・油揚）

焼き海苔 たくあん ぬか漬け

かにおじや 御飯
7月6日 日曜日 7月7日 月曜日 7月8日 火曜日 7月9日 水曜日 7月10日 木曜日7月11日 金曜日

ひきわり納豆 スクランブルエッグ 板わさ ボイルウィンナー

7月12日 土曜日

御飯 御飯 御飯 御飯・パン 御飯
鰯のかつお煮

五目豆 おろし大根 茄子の味噌炒め さつま揚げの煮物 卯の花炒り 野菜の煮物 野菜炒め
えぼだいの焼き魚 甘塩鮭の焼き魚

牛乳 味噌汁（ポテト・若布）

人参のたらこ和え きんぴら ツナの生姜醤油 キャベツと塩昆布和え ほうれん草のお浸し うずら豆煮

焼き海苔 ぬか漬（かぶ・かぶの葉） ふりかけ  

山海和え
味噌汁（白菜・椎茸） いんげんのお浸し 味噌汁（玉葱・ポテト） 味噌汁（麩・万能葱） 味噌汁（白菜・若布）

ぬか漬け
牛乳 梅干 牛乳 牛乳 牛乳  牛乳
ぬか漬（かぶ・かぶの葉） 味噌汁（南瓜・長葱）

7月19日 土曜日

  牛乳     

御飯 御飯 御飯 御飯
7月13日 日曜日7月14日 月曜日7月15日 火曜日7月16日 水曜日7月17日 木曜日7月18日 金曜日

御飯
笹かまぼこ 卵焼き 納豆 甘塩鮭の焼き魚 秋刀魚の蒲焼 マグロフレーク ししゃもの焼き魚

御飯 御飯

ほうれん草とじゃこのお浸し 小松菜のお浸し

京がんもの煮物 五目豆 切干大根の煮物 さつま芋と糸昆布の煮物 竹輪の含め煮 野菜炒め

味噌汁（青菜・しいたけ） 味噌汁（茄子・玉ねぎ） 味噌汁（玉葱・しいたけ） 味噌汁（大根・生揚げ）

ぜんまいの煮つけ

玉葱の卵とじ 青菜とハムの炒め物 いんげんのお浸し こんにゃく炒め 山菜なめたけ
味噌汁（麩・万能葱）

たくあん しば漬け ぬか漬（かぶ・かぶの葉） ふりかけ 焼き海苔 梅干 ふりかけ
味噌汁（里芋・長葱） 味噌汁（にら・もやし）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

青菜粥 御飯
7月20日 日曜日7月21日 月曜日7月22日 火曜日7月23日 水曜日7月24日 木曜日7月25日 金曜日

ずいきの煮物 ボイルウィンナー 納豆 笹かまぼこ

7月26日 土曜日

御飯 御飯 御飯 御飯・パン 御飯
焼き板・山海漬

京がんもと糸昆布の煮物 ひじき大豆 青菜とハムの炒め物 さつま揚げの煮物 白滝のたらこ炒め 野菜炒め コンビーフ炒め

にしんの甘露煮 丸干しイワシの焼き魚

なめこおろし 煮浸し きゃべつの梅和え いんげんの胡麻和え 白菜の浸し うずら豆煮
味噌汁（青菜・しいたけ） 味噌汁（里芋・長葱） 味噌汁（生揚げ・茄子） 味噌汁（かぶ・かぶの葉） 味噌汁（ポテト・若布） 牛乳

ぬか漬け 焼き海苔 ふりかけ たくあん  

白菜のゆかりあえ

味噌汁（油揚げ・かぶ）

 

焼き海苔
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳  牛乳
たくあん

御飯 御飯・パン 御飯  
7月27日 日曜日7月28日 月曜日7月29日 火曜日7月30日 水曜日7月31日 木曜日  

 
鯵の開きの焼き魚 ボイルウィンナー 板わさ スクランブルエッグ 焼き板・山海漬   
御飯 御飯

  
野菜の煮物 マグロフレーク 京がんもの煮物 はすのきんぴら 卯の花炒り  

味噌汁（豆腐・葱） 味噌汁（里芋・油揚） 味噌汁（若布・巻き麩）  

 
こんにゃく炒め 大根のきんぴら風 野菜炒め しらすおろし 白菜の浸し

 
焼き海苔 ぬか漬（かぶ・かぶの葉） 焼き海苔 ぬか漬け ぬか漬け   
味噌汁（油揚げ・もやし） 味噌汁（白菜・椎茸）

 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳  



 
 
 
 
 
 
 
    ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 438.48 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 530.35 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 457.05 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 594.23 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 487.04
    ｶﾙｼｳﾑ 319.22 ｶﾙｼｳﾑ 70.78 ｶﾙｼｳﾑ 129.44 ｶﾙｼｳﾑ 151.54 ｶﾙｼｳﾑ 81.52

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 568.98 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 441.22 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 523.05 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 493.73 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 449.91 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 566.6 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 483.93
ｶﾙｼｳﾑ 211.6 ｶﾙｼｳﾑ 74.09 ｶﾙｼｳﾑ 157.28 ｶﾙｼｳﾑ 117.15 ｶﾙｼｳﾑ 98.51 ｶﾙｼｳﾑ 118.65 ｶﾙｼｳﾑ 200.7

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 531.77 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 552.2 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 477.23 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 580.27 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 448.03 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 467.69 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 523.03
ｶﾙｼｳﾑ 298.96 ｶﾙｼｳﾑ 70.88 ｶﾙｼｳﾑ 152.07 ｶﾙｼｳﾑ 195.83 ｶﾙｼｳﾑ 40.12 ｶﾙｼｳﾑ 151.06 ｶﾙｼｳﾑ 89.4

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 565.47 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 573.1 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 526.96 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 579.86 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 461.02 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 488.59 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 640.39
ｶﾙｼｳﾑ 152.34 ｶﾙｼｳﾑ 143.55 ｶﾙｼｳﾑ 56.31 ｶﾙｼｳﾑ 105.37 ｶﾙｼｳﾑ 180.41 ｶﾙｼｳﾑ 132.59 ｶﾙｼｳﾑ 159.71

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 629.21 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 501.78 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 523.23 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 660.7 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 538.73     
ｶﾙｼｳﾑ 125.09 ｶﾙｼｳﾑ 221.39 ｶﾙｼｳﾑ 136.14 ｶﾙｼｳﾑ 203.92 ｶﾙｼｳﾑ 337.95     

  7月1日 火曜日 7月2日 水曜日 7月3日 木曜日 7月4日 金曜日

茄子と牛肉の中華炒め

7月5日 土曜日

ざるそば 御飯 御飯 御飯 御飯

豆腐のスープ

＊海老フライ
芽かぶとオクラの和え物 じゃが芋の田舎風ソテー 冷奴 拌三絲 ＊舌平目のムニエル

かき揚げ カレイの煮魚 かじきの田楽焼き

 

若布とトマトの酢味噌和え

 味噌汁（白菜・椎茸） 味噌汁（茄子・茗荷） ミルクプリン たくあん
バナナ 玉葱のおかか和え もやしのごま酢和え

7月12日 土曜日

じゃが芋と根菜のスープ

    ヤクルト
 あじさいゼリー フルーツポンチ

野菜カレー 御飯 御飯 冷やし中華
7月6日 日曜日 7月7日 月曜日 7月8日 火曜日 7月9日 水曜日 7月10日 木曜日7月11日 金曜日

御飯
巣篭り卵 夏の味覚煮物 カニサラダ 鰆の金山寺焼き 天麩羅バイキング ふかし芋 ＊豚キムチ
食パン 七夕素麺

杏仁豆腐 もやしのごま酢和え

かぼちゃのサラダ ササミと三つ葉のわさび和え 漬物（らっきょ・福神漬け） 南瓜と糸昆布の煮物 てんつゆ 三色スープ

 すまし汁 味噌汁（豆腐・なめこ）  

＊梅しそチキン

魚介のミルクスープ メロン ヨーグルト 緑酢和え 酢の物
味噌汁（生揚げ・茄子）

   ヤクルト 水羊羹  ぶどうゼリー
キウイフルーツ  

御飯 ＊炒飯
7月13日 日曜日7月14日 月曜日7月15日 火曜日7月16日 水曜日7月17日 木曜日7月18日 金曜日

ゴーヤチャンプル 太刀魚の梅肉ソース かき揚げ 鮭のちゃんちゃん焼き

7月19日 土曜日

サンドウィッチ きじ焼き丼 御飯 御飯 冷やしきしめん

＊皿うどん
コンソメスープ 冬瓜汁 源平煮 もやしと山椒の炒め物 夏野菜の煮物 冷奴 焼き餃子
じゃこサラダ 人参のたらこ和え

牛乳・レモンティー 白菜漬け 味噌汁（はんぺん・絹さや） ほうれん草のお浸し ヤクルト 三つ葉と白菜のわさび和え

グレープフルーツ 梅ゼリー 一夜漬け 味噌汁（油揚げ・麩）  すまし汁(えのき・若布）

 パイナップル 苺ババロア  ぬか漬（かぶ・かぶの葉）

鶏肉と青梗菜のスープ

コーヒーゼリー

7月26日 土曜日

 
     スイカ  
 

お好み素麺 御飯 赤飯 エビピラフ
7月20日 日曜日7月21日 月曜日7月22日 火曜日7月23日 水曜日7月24日 木曜日7月25日 金曜日

ビーフカレー
ロールパン かつ煮 南瓜のそぼろあんかけ 牛肉のカレー炒め 祝い魚 マセドアンサラダ 和風サラダ
食パン 御飯

プレーンオムレツ 酢の物 ミニ大福 きんぴら 茄子田楽 南瓜のスープ
グリーンサラダ 小松菜の辛し和え  しらすおろし 冬瓜のかにあんかけ ヤクルト

味噌汁（麩・万能葱）  味噌汁（玉葱・しいたけ） もずくの酢の物  

漬物（らっきょ・福神漬け）

ヨーグルト

 

 
バナナ べったら漬  ピーチゼリー すまし汁(素麺）   
コーンスープ

7月29日 火曜日7月30日 水曜日7月31日 木曜日  

  パイナップル   黒ごまプリン

 
カップ麺 御飯 御飯 御飯 御飯   
7月27日 日曜日7月28日 月曜日

  
コロッケ 甘塩鮭の焼き魚 白身魚のから揚げ 和風ハンバーク 牛挽き肉柳川風  

味噌汁（青菜・生揚げ） 味噌汁（玉葱・ポテト） オクラとエノキのゆず風味  

 
スウィーティーゼリー ひじき煮 カニかまと若布の酢の物 ナムル 野菜炒め

 
 味噌汁（油揚げ・れん草） 野沢菜漬 しば漬け 味噌汁（里芋・長葱）   
 玉葱のおかか和え

  ミルクプリン ヤクルト プリン オレンジ  

昼食



 
 
 
 
 
    ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 469.74 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 565.03 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 438.98 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 445.28 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 629.47
    ｶﾙｼｳﾑ 94.03 ｶﾙｼｳﾑ 123.9 ｶﾙｼｳﾑ 120.21 ｶﾙｼｳﾑ 178.25 ｶﾙｼｳﾑ 95.07

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 438.22 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 455.65 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 469.29 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 512.48 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 404.02 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 471.13 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 344.3
ｶﾙｼｳﾑ 86.99 ｶﾙｼｳﾑ 236.33 ｶﾙｼｳﾑ 107.45 ｶﾙｼｳﾑ 100.42 ｶﾙｼｳﾑ 116.54 ｶﾙｼｳﾑ 251.84 ｶﾙｼｳﾑ 89.82

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 487.8 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 387.84 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 498.99 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 488.37 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 474.81 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 483.87 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 387.74
ｶﾙｼｳﾑ 106.49 ｶﾙｼｳﾑ 90.04 ｶﾙｼｳﾑ 85.92 ｶﾙｼｳﾑ 144.17 ｶﾙｼｳﾑ 188.02 ｶﾙｼｳﾑ 150.64 ｶﾙｼｳﾑ 93.95

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 552.31 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 522.77 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 623.64 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 382.4 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 424.7 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 460.4 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 503.7
ｶﾙｼｳﾑ 162.81 ｶﾙｼｳﾑ 103.29 ｶﾙｼｳﾑ 62.6 ｶﾙｼｳﾑ 58.35 ｶﾙｼｳﾑ 104.76 ｶﾙｼｳﾑ 153.92 ｶﾙｼｳﾑ 119.61

ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 475.48 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 479.85 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 523.52 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 353.6 ｴﾈﾙｷﾞｰkcal 387.71     
ｶﾙｼｳﾑ 88.91 ｶﾙｼｳﾑ 71.87 ｶﾙｼｳﾑ 182.94 ｶﾙｼｳﾑ 59.37 ｶﾙｼｳﾑ 110.42     

7月5日 土曜日

麦とろ ひじきご飯
  7月1日 火曜日 7月2日 水曜日 7月3日 木曜日 7月4日 金曜日

カブの梅肉和え

御飯
鯖のトマト煮 フレンチサラダ 田舎煮 なまりと焼き豆腐の煮物 肉団子の野菜あんかけ

御飯 ハヤシライス

夕食 焼きビーフン
キャベツと塩昆布和え ヨーグルト 味噌汁（玉葱・しいたけ） かしわ汁 かき玉スープ
野菜のごまネーズ和え 漬物（らっきょ・福神漬け） 青菜とむきみの辛子和え

7月8日 火曜日 7月9日 水曜日 7月10日 木曜日7月11日 金曜日

ザーサイ味噌汁（大根・若布）  べったら漬  

7月12日 土曜日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
7月6日 日曜日 7月7日 月曜日

ひじき煮 カニかまと若布の酢の物

はんぺんの黄身焼き けんちん煮 鯵の南蛮漬け 豚肉の甘辛煮 鯖の酒塩焼き 豆腐と椎茸の炒め物

三色豆佃 もずくの酢の物 カブの梅肉和え 白菜のからし醤油和え

ほっけの塩焼き

もやしと山椒の炒め物 青梗菜のごま酢和え 切干大根の煮物 冷奴 里芋･人参・印元の煮物

大根と塩昆布の和え物

味噌汁（わかめ・なめこ） あさり佃煮 味噌汁（えのき・わかめ） 味噌汁（玉葱・しめじ） 味噌汁（青菜・しいたけ） 味噌汁（大根・若布） 味噌汁（かぶ・かぶの葉）

冷やしトマト 味噌汁（かぶ・かぶの葉）

7月19日 土曜日

   白菜漬け    

7月13日 日曜日7月14日 月曜日7月15日 火曜日7月16日 水曜日7月17日 木曜日7月18日 金曜日

セロリと牛肉の炒め物 炒り豆腐
五目寿司 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

麩の煮物 しらすおろし ひじき煮 はすのきんぴら

御飯
南瓜とオクラの炊き合わせ 赤魚の粕漬け焼き付きんぴら 白身魚のマリネ 筑前煮 鯖の文化干し

里芋のそぼろあんかけ

素麺椀 しそ昆布 アスパラのピーナッツ和え 白菜の柚子あえ 青梗菜のごま酢和え 青菜と帆立の和え物 白菜のからし醤油和え

ブロッコリーのわさび和え 三つ葉と白菜のわさび和え

味噌汁（南瓜・長葱）葛饅頭 味噌汁（麩・万能葱） 味噌汁（里芋・長葱） 味噌汁（豆腐・葱） 味噌汁（にら・もやし） 味噌汁（玉葱・ポテト）

御飯 御飯
7月20日 日曜日7月21日 月曜日7月22日 火曜日7月23日 水曜日7月24日 木曜日7月25日 金曜日

肉団子の甘煮 鱈の粕漬け 煮しめ 親子煮

7月26日 土曜日

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
＊牛すき煮

もやしのごま酢和え めかぶと山芋の和え物 じゃが芋の田舎風ソテー 里芋･人参・印元の煮物 冷奴 青梗菜のごま酢和え ＊あじフライ
魚の煮つけ 魚とブロッコリーの炒め物

卵豆腐 マカロニサラダ 味噌汁（南瓜・長葱） 山菜なめたけ キャベツと塩昆布和え 味噌汁（豆腐・葱）

味噌汁（大根・若布） 味噌汁（南瓜・長葱）  味噌汁（南瓜・長葱） かしわ汁 たくあん
豆腐のスープ     

胡瓜と若布の酢の物

アスパラの胡麻あえ

 

味噌汁（青菜・しいたけ）

      メロン
高菜漬け

うな丼 御飯 御飯  
7月27日 日曜日7月28日 月曜日7月29日 火曜日7月30日 水曜日7月31日 木曜日  

 
鶏の照り焼きオイスターソースかけ 生姜焼肉 切干大根の煮物 まながつおの味噌漬焼き 鯵の焼き魚   
御飯 御飯

  
ほうれん草の胡麻和え オクラとエノキのゆず風味 ブロッコリーのわさび和え 里芋の含め煮 かぶと挽肉の吉野煮  

 すまし汁(卵豆腐・万能葱） 味噌汁（きゃべつ・しいたけ）  

 
きゅうりの梅和え 素麺椀 すまし汁(じゅんさい） オクラとエノキのゆず風味 いんげんのお浸し

 
    高菜漬け   
味噌汁（玉ねぎ・しめじ） あさりの佃煮


