
1
ゆで卵のあんかけ･
ﾋﾟｰﾏﾝの炒め物 2

ﾚﾀｽの生姜炒め･鶏ね
ぎさつま揚げ 3

鶏肉ともやしの炒め･
しそひじき 4

大豆のﾄﾏﾄｿｰｽ･ｳｨﾝﾅｰ
とｶﾘﾌﾗﾜｰのﾏﾖ炒め 5

ﾂﾅの卵とじ･かぼちゃ
のごま煮･一夜漬け

(水)

豚肉のｽﾀﾐﾅ炒め･わか
めと干しえびの甘辛
煮･じゃが芋の葱おか
かあえ

(木)

えびと帆立の海鮮ﾊﾝ
ﾊﾞｰｸﾞ･千切り大根煮･
胡瓜のあえもの

(金) コスモス弁当 (土)

赤魚の甘辛たれ･マー
ボ春雨･五目野菜の甘
酢あえ

(日)
夏野菜ｶﾚｰ･蒸し鶏の
醤油ﾏﾖﾈｰｽﾞ･ｶﾘﾌﾗﾜｰの
甘酢づけ

豚肉と大根の煮物･千
草焼き･ちくわと白菜
のあえもの

あじの煮付け･ﾍﾞｰｺﾝ
とｷｬﾍﾞﾂの炒め物･す
くい豆腐のとろろ昆
布のせ

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ･根菜ﾏﾘﾈ･青
梗菜のｿﾃｰ

ﾊｰﾌﾞﾁｷﾝｿﾃｰ･切昆布と
しめじの煮物･和風ｽ
ﾊﾟｹﾞﾃｨ

和風煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾎ
ｳﾚﾝ草と油揚げの煮
物･蓮根ｻﾗﾀﾞ

6

高野豆腐いんげん煮･
白花豆煮･ふきのきん
ぴら 7

ｶﾘﾌﾗﾜｰのうま煮･いん
げんの生姜醤油

8

大根のそぼろ煮･納豆

9

白菜の蒸し煮･山菜田
舎煮

10

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
の辛子醤油

11

富良野豆腐と鶏そぼ
ろの煮物･ｷｬﾍﾞﾂのか
に風味あえ 12

温野菜のｼｰｻﾞｰﾄﾞﾚｯｼﾝ
ｸﾞ･ｽｰﾌﾟｷｬﾍﾞﾂ･ｺｰﾝｿﾃｰ

(月)
銀ﾋﾗｽの京粕焼き･白
菜のおかかあえ･青梗
菜の卵とじ

(火) コスモス弁当 (水)
豚の生姜焼き･塩麹金
平･大根と胡瓜のｻﾗﾀﾞ (木)

白身魚の生生姜醤油
焼き･ﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ･ﾐﾆﾄﾏﾄ
と玉葱のｻﾗﾀﾞ

(金) コスモス弁当 (土)
煮込みつくね･豚肉豆
腐･三色あえ (日)

ｻﾜﾗの蒲焼･ひじきの
炒り煮･野菜の三杯酢

豚肉とｷｬﾍﾞﾂの炒め･
菜の花のごまあえ･豆
腐のあっさり煮

ﾋﾟｻﾞﾁｷﾝ･ごぼうと枝
豆のｻﾗﾀﾞ･なすの炒め

ぶりの焼き漬け･豚肉
ともやしの煮物･ｷｬﾍﾞ
ﾂのおかかあえ

肉じゃが･ちくわ風磯
辺揚げ･ﾚﾀｽのあえも
の

さばの塩焼き･かぼ
ちゃのゆず風味･もや
しの卵炒め

かれい塩焼き･切干と
ひき肉のｵｲｽﾀｰ炒め･ﾚ
ｲﾝﾎﾞｰｻﾗﾀﾞ

牛肉とｷｬﾍﾞﾂの炒め
物･青菜と高野豆腐の
煮物･ｼﾞｬｶﾞﾍﾞｰｺﾝｻﾗﾀﾞ

13

しめじの中華卵とじ･
大根と人参のきんぴ
ら･昆布の佃煮 14

ちくわと里芋の煮物･
春雨の中華あえ

15

野菜のそぼろ炒め･白
菜の塩昆布あえ

16

豚肉といんげんの煮
物･ゆずもずく

17

ﾍﾞｰｺﾝとｷｬﾍﾞﾂの炒め
もの･ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ

18

根菜入りうの花･里芋
のﾏﾖあえ

19

車麩の卵とじ･きんぴ
ら･白菜の辛子柚子あ
え

(月)

鶏肉と大根の煮物･厚
焼き卵･わかめと焼き
麩のあえもの

(火)

かれいの味噌煮･なす
の中華あえ･青梗菜の
煮浸し

(水) 調理レク (木)

さばのみりん焼き･き
のこの胡麻和え･じゃ
が芋の炒め

(金)

ﾎﾟｰｸｹﾁｬｯﾌﾟ･山菜と切
干大根の煮物･ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰの炒め物

(土)

ほきのおろし煮･ひじ
きとさつま揚げの煮
物･春菊のごまポン酢
あえ

(日)

ﾒﾝﾁｶﾂ･洋風肉じゃが
煮･菜の花と蒸し鶏の
ﾋﾟｰﾅｯﾂあえ

ますの白醤油焼き･ﾎｳ
ﾚﾝ草と高野豆腐の土
佐煮･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの和風
あえ

豚肉の和風きのこｿ
ﾃｰ･ｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ･
じゃがﾊﾞﾀｰ

麻婆豆腐･彩あえ･ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰのさっと煮

ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ･ふきの
炒め･小松菜のおかか
あえ

ぶりのおろし煮･じゃ
が芋と大豆そぼろの
煮物･青梗菜のﾎﾟﾝｽﾞ
あえ

鶏の幽庵焼き･たけの
こと春雨の煮物･ﾏｯｼｭ
ｻﾗﾀﾞ

ぶりの塩焼き･油揚げ
と大根の煮物･ﾍﾞｰｺﾝ
のごま酢和え

20

鶏肉と大豆の生姜煮･
切昆布煮･一夜漬け

21

海鮮ｷｬﾍﾞﾂ･じゃが芋
煮

22

五目豆･白菜の炒め

23

ｵﾑﾚﾂ･青菜のﾊﾞﾀｰｿﾃｰ

24

ﾚﾀｽの卵炒め･ｵｸﾗと長
芋のなめ茸あえ

25

鶏肉ともやしの煮物･
磯わかめ

26

大根と鶏肉のﾏｰｶﾞﾘﾝ
風味･赤玉南瓜煮･ご
ま昆布

(月)

肉団子の甘酢あん･大
根のそぼろ煮･青梗菜
のあえもの

(火)

銀ﾋﾗｽの生姜煮･くず
し豆腐の炒め物･筍と
ふき煮

(水)

牛肉とごぼうのしぐ
れ煮･白菜のかに風味
蒸し･いんげんの生姜
醤油

(木)

あじの味噌焼き･わか
めと青梗菜のさっぱ
りあえ･糸こんにゃく
の

(金)

ﾁｷﾝ南蛮･ｷｬﾍﾞﾂの中華
風煮･いんげんのあえ
もの

(土)

ｸﾘｰﾑ煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･
ﾊﾟｽﾀのﾄﾏﾄｶﾚｰ炒め･ﾎﾟ
ﾃﾄｻﾗﾀﾞ

(日)

ｶﾙﾋﾞ丼･さつま芋の小
豆煮･ｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ

豚丼･人参とﾂﾅの卵炒
め･いんげんの煮物

鶏肉のみそだれ･京揚
げ入りひじき･もやし
の炒め

さわらの照焼き･なす
のそぼろ炒め･梅風味
ｷｬﾍﾞﾂ

豚肉と大根のこっく
り煮･ﾌﾞﾛｯｺﾘ-のくず
煮･ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ

さばの煮付け･ﾎｳﾚﾝ草
と卵の中華あえ･芋き
んぴら

鯵の照り焼き･若布と
青梗菜のうま煮･菜の
花と竹輪の辛子和え

揚げ豆腐の南蛮づけ･
ひじきとひき肉の炒
め煮･切干とｲﾝｹﾞﾝの
煮物

27
厚焼き玉子･ふきのき
んぴら･一夜漬け 28

豚肉と菜の花のごま
煮･くずし豆腐あえ 29

ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ･さつま
芋のﾚｰｽﾞﾝ煮 30

じゃが芋の甘辛炒め･
彩りあえ 31

鶏肉とｷｬﾍﾞﾂの蒸し
煮･金時人参入りなま 日付

朝食おかず＋ごはん
＋みそ汁＋ﾖｰｸﾞﾙﾄ

(月)

ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ･いんげんの
洋風あえ･ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾏﾖ
炒め

(火)

ぶりの照焼き･じゃが
芋と大豆そぼろの煮
物･もやしのかに風味
炒め

(水)

和風焼きうどん･焼き
茄子･大根のごまﾏﾖあ
え

(木)

豚肉と里芋の味噌煮･
白菜の煮浸し･胡瓜の
酢の物

(金)

かれいの煮付け･豚肉
とｷｬﾍﾞﾂのｶﾚｰ炒め･か
ぼちゃの和風あえ

(曜日)

昼食おかず＋ごはん
＋みそ汁

赤魚の煮付け･ﾎｳﾚﾝ草
のお浸し･ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの
煮物

回鍋肉･野菜と高野豆
腐のうま煮･白菜の
あっさり炊き

銀ﾋﾗｽの西京焼き･ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰのﾅﾑﾙ･ﾚﾀｽのそ
ぼろ炒め

玉子入り鶏つくね･ﾎｳ
ﾚﾝ草とお揚げのごま
あえ･ﾋﾟｰﾏﾝとえのき
の炒め

野菜五目あんかけ丼･
いんげんのﾋﾟｰﾅｯﾂあ
え･冷奴

夕食おかず＋ごはん
＋みそ汁

平成30年8月　献立表

（コスモス弁当）　　栄区で活動している高齢者向け配食サービス　コスモ
スで調理されたお食事です。できたてを届けてくださいます。旬のものをいち
早く皆様に召し上がっていただけるよう心をくだいてくださっています。かりん
調理の野菜たっぷりのみそ汁を添えてお出ししています。

（調理レク）　　ご利用者の皆様と力を合わせて
お食事を作ります。豚汁やｶﾚｰﾗｲｽ、手打ちうど
んなど、その時々でメニューは変わります。パウン
ドｹｰｷなどのおやつを作ることもあります。

（コスモス弁当）

嚥下に不安がある方への
刻み・とろみ対応 6/25　MENU

ちらし寿司･おこわ･海老と鶏
のすり身揚げ･にこごり･隠元と
青菜の胡麻和え･長芋とｺﾘﾝ
ｷｰの梅漬け･水羊羹


