
　《郷土料理・長野県》

令和4年8月1日(月) 令和4年8月2日(火) 令和4年8月3日(水) 令和4年8月4日(木) 令和4年8月5日(金) 令和4年8月6日(土) 令和4年8月7日(日)
 ご飯  パン  ご飯  ご飯 カニ雑炊  ご飯  ご飯
高野豆腐煮 ウインナーソテー アスパラのソテー はんぺんの煮付け れんこんの金平 ちくわの炒め煮 カリフラワーとしめじのソテー

アスパラとエビのサラダ マカロニサラダ 白花豆 中華サラダ 里芋の磯和え 金時豆煮 もやしのナムル
 味噌汁 南瓜のポタージュ  味噌汁  味噌汁 乳酸菌飲料  味噌汁  味噌汁
乳酸菌飲料  牛乳 乳酸菌飲料 ヨーグルト  牛乳  乳酸菌飲料

428kcal 602kcal 402kcal 375kcal 386kcal 477kcal 405kcal
 ご飯 山菜ご飯  ご飯 照り玉チキン丼 ご飯  ご飯 野沢菜とわかめのチャーハン

オムレツの挽肉ソース たらの柚子味噌焼き かき揚げとろろそば ポテトサラダ ミックスフライ 鮭のマヨネーズ焼き 鶏肉のマスタード焼き

さつま芋の旨煮 豆腐のきのこ煮 バナナ 青梗菜のナムル こんにゃくの炒り煮 大根の煮付け ブロッコリーとコーンのサラダ

オクラのおかか和え トマトサラダ 味噌汁 水菜と長芋のサラダ アスパラのポン酢和え すまし汁
味噌汁 すまし汁 味噌汁 中華スープ

527kcal 461kcal 658kcal 659kcal 572kcal 497kcal 464kcal
クリームコンフェ スイートポテト もみじまんじゅう オレンジゼリー プチクレープ 新ドーム型ケーキ マドレーヌ

80kcal 78kcal 98kcal 47kcal 58kcal 79kcal 92kcal
 ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯
さばの塩焼き 青椒肉絲 豆腐とエビの旨煮 赤魚の粕漬け焼き 麻婆茄子 すき焼き 白身魚の野菜あんかけ

卵とじ なすの甘酢炒め ひじき豆煮 南瓜の煮付け きのこソテー ジャーマンポテト えび団子煮
青菜の生姜和え ささみのサラダ トマトサラダ 大豆のサラダ ささみと胡瓜の中華和え ブロッコリーと卵のサラダ いんげんのピーナツ和え

 味噌汁 味噌汁  味噌汁 かき玉汁 すまし汁 味噌汁  味噌汁
514kcal 468kcal 495kcal 520kcal 473kcal 667kcal 438kcal

《カレーの日》

令和4年8月8日(月) 令和4年8月9日(火) 令和4年8月10日(水) 令和4年8月11日(木) 令和4年8月12日(金) 令和4年8月13日(土) 令和4年8月14日(日)

 ご飯  パン  ご飯  ご飯 ご飯  ご飯  ご飯
まぐろ角煮 目玉焼き ほうれん草とベーコンソテー もやしの煮浸し 枝豆はんぺん煮 ちくわの炒め煮 はんぺんの煮付け
白菜の塩もみ フレンチサラダ スパゲティサラダ 五目豆 いんげんの酢味噌和え 大根の青菜和え ささみのサラダ
 味噌汁 コーンスープ  味噌汁  味噌汁 味噌汁  味噌汁 味噌汁
乳酸菌飲料  牛乳 乳酸菌飲料 ヨーグルト 乳酸菌飲料  牛乳  乳酸菌飲料

338kcal 509kcal 445kcal 374kcal 415kcal 460kcal 402kcal
 ご飯 炊き込みご飯 ご飯 三色丼（鮭）  ご飯 ご飯 チキンライス
豚肉と茄子の味噌炒め さわらの漬け焼き 味噌ラーメン かぼちゃの煮物 メンチカツ ひじき入り豆腐ハンバーグ ジャーマンポテト
春巻 さつま芋の旨煮 蒸し餃子 白菜サラダ 大根のうすくず煮 じゃが芋の煮つけ マカロニサラダ
カラフルサラダ 小松菜の和え物 ココアムース 味噌汁 小松菜のピーナツ和え ほうれん草のごま和え コンソメスープ
中華スープ  味噌汁  味噌汁 すまし汁

570kcal 530kcal 541kcal 588kcal 450kcal 481kcal 418kcal
ドーナツ グレープゼリー やわらかおかき クリームコンフェ 大島饅頭 ワッフル カカオケーキ

93kcal 33kcal 89kcal 80kcal 107kcal 76kcal 72kcal
 ご飯  ご飯 チキンカレー  ご飯  ご飯 ご飯  ご飯
スパニッシュオムレツ 牛肉と玉ねぎの炒め煮 和風ハンバーグ 鶏肉の塩麹焼き 蒸し魚のタルタルソース 豚肉の五目炒め 松風焼き
ひじき煮 角麩煮 香の物 なすのツナ煮 高野豆腐煮 三色高野しのだ煮 大根のかにあんかけ
大根サラダ ブロッコリーとコーンのサラダ 野菜ジュース 水菜と長芋のサラダ おくらのおろし和え もやしサラダ 白菜の梅おかか和え
味噌汁 味噌汁 すまし汁 すまし汁 味噌汁 味噌汁

496kcal 525kcal 583kcal 486kcal 429kcal 584kcal 520kcal
《カレーの日》

令和4年8月15日(月) 令和4年8月16日(火) 令和4年8月17日(水) 令和4年8月18日(木) 令和4年8月19日(金) 令和4年8月20日(土) 令和4年8月21日(日)

 ご飯  パン  ご飯  ご飯 きのこ雑炊  ご飯  ご飯
里芋の炒り煮 ウインナーソテー さつま揚げ炒め ちくわとひじきの炒め煮 がんもの煮付け 角麩の糸昆布煮 焼き豆腐煮
中華サラダ パンプキンサラダ 白菜の磯和え たまご豆腐 いんげんのオーロラソースかけ 五目豆 大根のおかか和え
 味噌汁 ポタージュスープ  味噌汁  味噌汁 乳酸菌飲料  味噌汁  味噌汁
乳酸菌飲料  牛乳 乳酸菌飲料 ヨーグルト  牛乳 野菜ジュース

385kcal 566kcal 391kcal 388kcal 344kcal 533kcal 363kcal
ご飯  ご飯 いなり寿司 夏野菜カレー  ご飯  ご飯 ちらし寿司
焼き肉風炒め 鶏肉のパン粉焼き きしめん とんかつ さわらの照り焼き 青椒肉絲 かぼちゃの煮物
角麩煮 冬瓜のかにあんかけ 豆腐のしんじょあんかけ 香の物 大根のそぼろ煮 白菜の旨煮 味噌汁
エビサラダ 胡瓜とツナの和え物 バナナ 野菜ジュース 小松菜のえのき和え 水菜と長芋のサラダ 乳酸菌飲料
つみれ汁 味噌汁 呉汁 すまし汁

588kcal 539kcal 699kcal 715kcal 519kcal 451kcal 493kcal
シュークリーム カスタードプリン たい焼き ショコラブッセ 今川焼き おはぎ パインゼリー

141kcal 74kcal 94kcal 84kcal 91kcal 100kcal 38kcal
 ご飯 きのこご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯
赤魚の粕漬け焼き 千種焼き 麻婆豆腐 さばのネギ焼き 八宝菜 カレイの漬け焼き 厚揚げの甘酢あんかけ

小松菜の信田煮 つくねの煮付け 金平ごぼう 厚揚げの煮付け 焼売 エビキャベツ炒め もやし炒め
なすのごま和え オクラのおかか和え 小松菜のきのこ和え 長芋の梅和え 青梗菜の中華和え ポテトサラダ わかめサラダ
 すまし汁 すまし汁 中華スープ  味噌汁 中華スープ 味噌汁 味噌汁

428kcal 509kcal 516kcal 547kcal 569kcal 573kcal 494kcal
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《カレーの日》

令和4年8月22日(月) 令和4年8月23日(火) 令和4年8月24日(水) 令和4年8月25日(木) 令和4年8月26日(金) 令和4年8月27日(土) 令和4年8月28日(日)

 ご飯  パン  ご飯  ご飯 ご飯  ご飯  ご飯
ほうれん草の煮浸し キャベツとベーコンのソテー はんぺんの煮付け 厚揚げの甘辛煮 白菜のとろみ煮 だし巻き玉子 青菜とハムのソテー

中華サラダ スパゲティサラダ グリーンサラダ 大根サラダ 胡瓜のもろみ和え ささみと胡瓜のごまドレ和え 昆布の佃煮
 味噌汁 コーンスープ  味噌汁  味噌汁 味噌汁  味噌汁  味噌汁
乳酸菌飲料  牛乳 乳酸菌飲料 ヨーグルト 乳酸菌飲料  牛乳  乳酸菌飲料

346kcal 541kcal 384kcal 452kcal 350kcal 480kcal 368kcal
 ご飯 中華風炊き込みご飯  ご飯 ビビンバ  ご飯  ご飯 ドライカレー
鶏肉の塩麹焼き 白身魚の中華蒸し かき揚げ柚子香うどん 餃子 エビカツ 麻婆豆腐 ジャーマンポテト
角麩煮 じゃが芋の煮つけ フルーツ 水菜と長芋のサラダ 里芋の旨煮 春巻き ブロッコリーサラダ

水菜のサラダ 春雨の酢の物 中華スープ オクラのおかか和え アスパラと玉葱のサラダ わかめスープ
味噌汁 味噌汁 そうめん汁 中華スープ

533kcal 527kcal 447kcal 691kcal 521kcal 527kcal 553kcal
ロールケーキ 抹茶饅頭 大島饅頭 クレープ 水ようかん バナナケーキ おはぎ

95kcal 107kcal 107kcal 89kcal 67kcal 86kcal 98kcal
 ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯  ご飯
ぶりの照り焼き スパニッシュオムレツ 牛肉の焼肉風 鶏肉の梅焼き さわらの香味焼き すき焼き風煮 カレイの煮つけ
なすの煮付け 冬瓜の煮付け ごぼうの炒り煮 高野豆腐煮 切干し大根の煮付け 南瓜のえびあんかけ ひじき豆煮
白菜の柚香和え キャベツの塩昆布和え 白菜のゆかり和え ほうれん草のおろし和え もやしと豆苗のサラダ 小松菜のおかか和え 豆腐のサラダ
 味噌汁  味噌汁 すまし汁  味噌汁  味噌汁 味噌汁 味噌汁

515kcal 473kcal 466kcal 506kcal 474kcal 494kcal 473kcal

令和4年8月29日(月) 令和4年8月30日(火) 令和4年8月31日(水)

 ご飯  パン ご飯
長芋ときのこのバター醤油炒め ウインナーソテー 野菜のきんぴら
オクラのおかか和え エビサラダ もずく酢
 味噌汁 南瓜のポタージュ 味噌汁
乳酸菌飲料  牛乳 乳酸菌飲料

364kcal 555kcal 379kcal
 ご飯  ご飯  ご飯
豚肉のねぎ塩炒め ホキのたらこマヨネーズ焼き 焼きそば
れんこんの金平 小松菜と油揚げの煮浸し つくねの煮付け
オニオンスライス 春雨サラダ フルーツ
のっぺい汁 味噌汁 すまし汁

569kcal 468kcal 514kcal
田舎饅頭 ドーナツ 抹茶饅頭

106kcal 93kcal 107kcal
 ご飯 きのこご飯  ご飯
ふくさ焼き 豆腐の柚子味噌かけ かれいの照焼き
なすの甘辛炒め もやしのオイスター炒め ほうれん草の炒め煮
青梗菜のナムル いんげんのオーロラソースかけ トマトサラダ
 味噌汁 すまし汁 味噌汁

491kcal 453kcal 462kcal
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