
1 ９月　デイサービス献立表

月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7

昼
食

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

焼肉 さわらの照り焼き 豚の生姜焼き 鶏のごま酢煮 鯖の香り煮 赤魚の野菜あんかけ

拌三絲 おから ポテトサラダ いんげんの和え物 五目豆 白菜のかつお和え

みかん缶 パイナップル キウイ フルーツカクテル缶 バナナ デザートムース

たまごスープ 味噌汁 冬瓜スープ 味噌汁 味噌汁 うすくず汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ  421kcal 蛋白質  18.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  493kcal 蛋白質  23.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ  502kcal 蛋白質  20.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  498kcal 蛋白質  27.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ  523kcal 蛋白質  27.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ  362kcal 蛋白質  18.1g

脂質    7.7g 食塩    2.5g 脂質    8.8g 食塩    3g 脂質    17g 食塩    1.6g 脂質    12.9g 食塩    2.8g 脂質    12.4g 食塩    3.8g 脂質    3.5g 食塩    2.4g
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昼
食

牛肉と牛蒡の炊き込みご飯 栗ご飯 ちりめん山椒ご飯 散らし寿司 さつまいもご飯 ひつまぶし

鮭の塩こうじ焼 カレイの二色天ぷら 鶏のみぞれ煮 里芋の柚子みそかけ 白身魚の照り焼き ほうれん草くるみあえ

冬瓜のかにあんかけ 白菜のかつお和え 南瓜煮つけ 茶碗蒸し 白和え 吸物

かき卵汁 吸物 茶碗蒸し 水ようかん 茶碗蒸し メロン

水ようかん 小豆寒天 メロン メロン

ｴﾈﾙｷﾞｰ  566kcal 蛋白質  30.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ  617kcal 蛋白質  23.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ  584kcal 蛋白質  32.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ  528kcal 蛋白質  22.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ  596kcal 蛋白質  33.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  449kcal 蛋白質  18.6g

脂質    12.7g 食塩    3.8g 脂質    17.4g 食塩    3.2g 脂質    7.9g 食塩    3.6g 脂質    6.6g 食塩    4.1g 脂質    9.2g 食塩    3.5g 脂質    11g 食塩    3.5g

昼
食

赤飯 ご飯 ご飯 ご飯 カレーライス ご飯

鯖の竜田揚げ ハンバーグ あじの塩焼き 白身魚の野菜のせ トマトサラダ 野菜炒め

きゅうりとかにカマの酢の物 かぼちゃサラダ 切干大根 チキンサラダ 杏仁豆腐 スパゲティサラダ

果物 果物 果物 果物 果物

のっぺい汁 グリンピースのスープ 豚汁 コンソメスープ コンソメスープ

ｴﾈﾙｷﾞｰ  528kcal 蛋白質  24.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ  666kcal 蛋白質  20.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ  462kcal 蛋白質  24.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ  390kcal 蛋白質  22.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ  550kcal 蛋白質  14.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ  495kcal 蛋白質  17.4g

脂質    16.8g 食塩    3.1g 脂質    24.2g 食塩    2.2g 脂質    12.1g 食塩    2.5g 脂質    6.7g 食塩    2.1g 脂質    14.3g 食塩    2.7g 脂質    18.5g 食塩    1.6g
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昼
食

ご飯 親子丼 ○ ご飯 ご飯 ご飯 チャーハン

鮭の塩こうじ焼 ほうれん草の浸し 豚肉と大葉のソテー 八宝菜 さわらの照り焼き 焼き餃子

ひじき豆 味噌汁 いんげんとツナのサラダ えびシュウマイ 高野豆腐の卵とじ 春雨スープ

吸物 果物 果物 果物 果物 果物

ミニおはぎ 味噌汁 中華風コーンスープ 呉汁

ｴﾈﾙｷﾞｰ  546kcal 蛋白質  25.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ  428kcal 蛋白質  20.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ  463kcal 蛋白質  21.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ  488kcal 蛋白質  18.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ  562kcal 蛋白質  33g ｴﾈﾙｷﾞｰ  466kcal 蛋白質  15.9g

脂質    13.7g 食塩    1.7g 脂質    5.8g 食塩    3.6g 脂質    12.8g 食塩    2.7g 脂質    9.6g 食塩    2.5g 脂質    16.6g 食塩    3.1g 脂質    12.1g 食塩    3.9g

30

昼
食

ご飯

チキン南蛮

トマトサラダ

果物

味噌汁（さつまいも）

ｴﾈﾙｷﾞｰ  776kcal 蛋白質  25.8g

脂質    36.1g 食塩    2.5g


