
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

　※いきいき！メニュー！9月のテーマは 　1日 430kcal 3.1g 　2日 420kcal 3.0g 　3日 420kcal 3.0g

　　　　　『夏の疲れを回復させようメニュー』です！ 腸活メニュー

         オムレツ＆キャベツボール 　　　豚肉となすのみぞれだれ炒め 　　　　　　ぶりの照り焼き

　　～きのこ入りトマトデミソース～

　　ブロッコリーの粒マスタードサラダ　 　　　春雨ときゅうりの明太マヨ和え 　　　　　　炊き合わせ

　　　切干し大根のチャプチェ風炒め　　 　　　くわい入りつくねの照り焼き 　　　枝豆チーズポテトサラダ

6日 430kcal 3.0g 7日 430kcal 3.0g 8日 470kcal 3.0g 9日 440kcal 3.1g 10日 440kcal 3.0g

腸活メニュー

　　　　チンジャオロース 　　　　　鶏肉のパン粉焼き 　　　　天ぷらの盛り合わせ 　　　味噌肉じゃが＆海老しそカツ 　　ねぎわさびおろしハンバーグ

　　　　～マスタードソースレモン風味～

　　　　豆腐ステーキの野菜あん 　　　ほうれん草の胡麻ドレ和え　　 　　帆立と野菜のバター醤油炒め　 　　　　　青菜と柚子のお浸し　 　　　ブロッコリーのピーナツ和え　

　　　　ごぼうの柔らかおかか煮 　　　　　　大根の生姜煮 　　　　冷やしきつねうどん 　　　　　　枝豆オムレツ 　　　シーフードトマトスパゲティー　

13日 440kcal 3.0g 14日 430kcal 3.0g 15日 440kcal 3.0g 16日 430kcal 3.0g 17日 450kcal 3.1g

腸活メニュー

　　　　アジのカレー南蛮漬け 　　　　鶏肉の照りダレ焼き サケのムニエル さばの塩焼き 鶏肉のから揚げ

　 　 　　　　～バジルマヨネーズソース～ ～トマトみぞれあん～ 　　　　　　　　～レモン果汁添え～

　　　　　　　炊き合わせ 　　　　　　　　八宝菜 　　　　　揚げ出し豆腐 きのことオクラのお浸し 　オムレツの明太ねぎマヨソース　

　　　　菊菜とさつま芋の白和え　 　　　　　　青菜の大豆和え 　　　　　　華風和え　 芋餅の磯部天ぷら　 　大根と豚ひき肉のオイスター煮込み　

20日 21日 440kcal 3.0g 22日 450kcal 3.1g 23日 24日 430kcal 3.1g

　　　　　　いきいき！メニュー！

　　　　　　ハンバーグ 酢豚 舞茸入りすき煮

　　　　　　～梅おろしポン酢～

　　　　豚肉とひじきの炒め煮 　　　　　海鮮風焼きそば　 　　　豆腐しんじょうの天ぷら

　　　　　エビチリソース　 　　　きのことオクラのお浸し 　　　　バンバンジーサラダ　

27日 430kcal 3.0g 28日 460kcal 3.1g 29日 430kcal 3.0g 30日 440kcal 3.0g

腸活メニュー

　　　　　タンドリーチキン 　　　たら天＆なすひき肉挟み天 ポークケチャップ 子持ちししゃもフライ

　　　　　～揚げ出しおろしあん～

　　　大根ときゅうりのわさび和え　 里いもの柚子味噌和え　 　　　オムレツのかにあんかけ　 　　切干し大根のカレーマヨサラダ　

　　　野菜とベーコンの卵とじ 　　　　　　　五目きんぴら 　　フルーツとペンネのサラダ　 　　　　鶏とひじきの炒め煮　

＊献立内容については、変更になる場合があります。

　　　　　　　　　         カロリー・塩分表示　        　　　　主菜

☆ お酢・・・酢に含まれる有機酸には、エネルギー代謝を高めて疲労を回復させるパワーがあります！！

☆ 梅 ・・・梅に含まれるクエン酸には、疲労物質といわれる『乳酸』を燃焼させるパワーが

あります！！

☆ 豚肉やピーナッツ・・・ビタミンＢ１が豊富。肉体疲労の回復に！！

☆ ひじきや青菜・・・カルシウムが豊富。精神疲労の回復に！！

こだわり御膳
21年9月の献立



　　　　　　　　　　腸活メニュー

　　　　主菜

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
1日 430kcal 3.0g

ピーマンの肉詰め＆クリームコロッケ

　　　　～トマトソース～

　　　　やさい炒め

　　　かにしんじょう　

4日 430kcal 3.1g        5日 440ｋcal 3.0g 6日 430ｋcal 3.0g 7日 440kcal 3.1g 8日 430kcal 3.1g

腸活メニュー

カレイのパン粉焼き 鶏と秋野菜の豆乳クリームがけ たらの柚子味噌焼き ヒレカツ ハンバーグ

～スパイシーカレーソース～ ～ごま味噌カツソース～ ～きのこたっぷりハヤシソース～

　　大根煮のかにあんかけ 　　ブロッコリーサラダ 　　　　　　おすわい　 　　　　ロールキャベツ煮 　　　　　　五目ひじき

　　人参の明太バターソテー ペンネとシーフードのトマトソテー　　　　　　菊菜の白和え　 　　　　イタリアンサラダ　 　　　りんごとキャベツのサラダ　

１1日 470 kcal 3.0g １2日 470kcal 3.0g １3日 460kcal 3.1g １4日 470kcaｌ　3.0g １5日 480kcal 2.9g

腸活メニュー

鶏と車麩の卵とじ タラ天と里芋天の柚子きのこあん さけの粕漬け焼き 赤魚のバター風味焼き タルタルから揚げ

　　　あげだし豆腐おろしあん 　　わかめのえびの塩だれ和え    　　　　 味噌肉じゃが 　　　　　炊き合わせ 　　　　大根と青菜の昆布和え　

　　　　　卯の花サラダ 　　　チャプチェ風炒め　    　　  ブロッコリーごま和え 　　　ポテトコーンサラダ　   　　トマトバジルスパゲティー　

18日  440k cal 3.0g 19日 450kcal 3.1g 20日 440kcal 3.0g 21日 440kcal 3.0g     22日 430kcal 2.9g

　　　　　いきいき！メニュー！

カレイのパン粉焼き ハンバーグ＆エビフライ 鶏肉の秋やさいカレー 豚肉のスタミナ炒め 白身魚のゆかり天＆炊き合わせ

～トマトソース～ ～バーベキューソース～

　　　大根の明太マヨソース　　　　　　　野菜の塩ダレ炒め 　　　　　青菜のお浸し　 　　　たらの照り焼き　 　　　水菜とりんごのサラダ　

　　じゃが芋のオイスター炒め 　　　　揚げナスのみぞれあん　　　　　　あじの南蛮漬け 　　絹あげのそぼろあん 　　　きのこと柚子の白和え　

25日  440k cal 3.0g       26日 470kcal 2.9g 27日 440kcal 2.9g 28日 430kcal 3.0g 29日 440kcal 3.1g

腸活メニュー

トマト油淋鶏 天ぷら盛り合わせ 手作り白身フライ 豚肉ときのこの生姜炒め 　　　海鮮あんかけ焼きそば

　　ブロッコリーポテトサラダ　　いなりぎょうざおろしポン酢　 なす味噌炒め 　　　キャベツの甘酢和え　 　　秋の彩りコールスローサラダ　

　　　　炊き合わせ 　　　　　筑前煮　 　　大根とオクラのわさび和え　　　　　五目卯の花　 　　　　　照り焼き肉団子

の献立

１０月１０日は『目の愛護デー』です

目の疲れをとるのにも、ブルーベリーに含まれるアント

シアニンが効果的！ ブルーベリーの皮にも豊富に含ま

れています！ また、ビタミンＡを多く含む、うなぎ・人参・

南瓜・ほうれん草なども、効果的です。

こだわり御膳
21年10月の献立

☆ きゃべつ・・・きゃべつの持つビタミンU（キャベジン）は、胃粘膜の代謝を促し

胃炎の回復効果があります。

☆ りんご・・・・健胃効果。胃の不快感を緩和してくれます。

☆ しそ ・・・・しそ（大葉）の香りのもとが、胃液の分泌を促してくれます。

☆ 大根・・・・・大根の持つ消化酵素が、食べ物の消化を促進してくれます。

☆ オクラ・・・・ねばねばのムチンという成分が胃もたれなどの症状を和らげてくれます。

※いきいき！メニュー！10月のテーマは 『胃腸の調子を整える食材メ


