
　 6　月前半　　献　立　表

471 kcal 472 kcal 567 kcal 515 kcal 518 kcal

518 kcal 566 kcal 510 kcal 511 kcal 557 kcal

523 kcal 501 kcal 434 kcal 477 kcal 472 kcal

486 kcal 526 kcal 528 kcal 589 kcal 478 kcal 541 kcal 500 kcal 536 kcal 459 kcal 510 kcal

528 kcal 552 kcal 466 kcal 543 kcal 565 kcal 536 kcal 517 kcal 507 kcal 593 kcal 523 kcal

488 kcal 439 kcal 521 kcal 392 kcal 465 kcal 425 kcal 494 kcal 499 kcal 455 kcal 479 kcal
青梗菜の白須和え 春雨サラダ おろし和え きゅうりの塩麴和え ズッキーニ胡麻和え

もやし五目炒め 芋コロッケ 玉子とじ 白滝金平 南瓜煮つけ
温泉たまご 大根サラダ 南瓜サラダ ほうれん草なめ茸和え アスパラポン酢マヨ和え

豚のねぎ塩焼き 煮鶏 鰆の香味焼き めぬきの煮つけ チキンカツ
アスパラのバター炒め ビーフンソテー にらの玉子とじ 蕗と鯖の煮物 里芋のそぼろ煮

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
すりみ焼き 鰈煮つけ 豚の生姜焼き 鶏の味噌漬け焼き 鱈のホイル焼き

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

りんご オレンジ 洋梨缶 バナナ

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

いんげん金平 芋とコーンの炒め物 蓮根と昆布の煮物 煮しめ
パイナップル 洋梨缶 バナナ 黄桃缶 パイナップル

鯖の味噌煮 鶏の甘酢あんかけ 蟹メンチカツ 鱒の幽庵焼き
筑前煮 芋の煮物 肉じゃが グリーンサラダ ブロッコリーあんかけ

味噌汁 味噌汁 味噌汁 あさりすまし汁
はがつおにんにく醤油焼き 鶏の唐揚げ葱ソースがけ フルーツあんみつ 和風卵焼きあんかけ 煮込みハンバーグ ほっけフライ

味噌汁 味噌汁 かにと錦糸の真薯 味噌汁 クラムチャウダー 味噌汁
バターロール ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 赤飯

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ご飯 ご飯 かきあげうどん ご飯

ふりかけ つぼ漬け 赤かっぱ 沢庵漬け ふりかけ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

切干大根煮 ほうれん草の山かけ もやしのナムル なっとう和え キャベツの梅和え

しば漬 ねり梅 つぼ漬け きゅうり漬物 沢庵漬け

ウインナー炒め だしまき卵 肉豆腐 白菜と海老の煮物 ひじきと厚揚げ煮物

白和え 青梗菜の生姜和え 長芋おろし なっとう キャベツツナ和え

ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁
醤油チキン 魚豆腐煮 キャベツと厚揚げの煮物 ミートボール あじの塩焼き

１２日 １３日 １４日 １５日

ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁
６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日

八宝菜 じゃが芋の田舎煮 卵の袋煮 芋金平 大根そぼろ煮
もやしのゆかり和え ほうれん草おかか和え キャベツの柚香和え コールスローサラダ スパゲティーサラダ

味噌汁
さつま揚げ 鯵の南蛮漬け 豚の辛子醤油焼き 鶏の梅じそ焼き 海鮮卵焼き

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

ふろふき大根 黄桃缶 いり豆腐 白菜わさび和え 金平ごぼう
みかん缶 バナナ マンゴープリン キウイ

味噌汁
鶏のごま醤油焼き 盛り合わせサラダ 赤魚煮つけ 卵豆腐あんかけ ひれかつ

ご飯 キーマカレー ご飯 いなり寿司 ご飯
味噌汁 マッシュルームスープ 味噌汁 素麺すまし汁

赤かっぱ 海苔佃煮
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

～６月行事食イベント～
目玉焼きオムレツ はんぺんの五目煮 肉しゅうまい さんま塩焼き 厚揚げと野菜の味噌炒め

ブロッコリーのツナ和え 焼き茄子 ひじき煮 大豆煮

ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁

長芋のオクラ和え

ふりかけ 煮豆 沢庵漬け

介護老人保健施設あつべつ
１日 ２日 ３日 ４日 ５日

６月４日🍣いなり寿司の日

６月１０日🍞パンの日

６月２１日☀夏至の日

６月２８日🗾北海道フェア
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一年のうちで日の出から日の入りまでの時間（お昼の時

間）がもっとも長い日を夏至と言います☀

今年は６月２１日🌻太陽の光をたくさん浴びて、夜は

体を冷やすスイカやアイス、みつ豆などを食べて涼み、

太陽の光に感謝して過ごしてみるのはどうでしょうか☀✨

パンの日



　 6　月後半　　献　立　表

473 kcal 483 kcal 516 kcal 471 kcal 527 kcal 503 kcal

6月16日は…

513 kcal 586 kcal 553 kcal 550 kcal 500 kcal 489 kcal

523 kcal 440 kcal 454 kcal 486 kcal 482 kcal 525 kcal

482 kcal 470 kcal 479 kcal 566 kcal 484 kcal 552 kcal 502 kcal 510 kcal 479 kcal

547 kcal 528 kcal 511 kcal 500 kcal 474 kcal 555 kcal 531 kcal 510 kcal 528 kcal

479 kcal 521 kcal 524 kcal 525 kcal 547 kcal 437 kcal 471 kcal 496 kcal 536 kcal
キャベツ塩昆布和え 青梗菜ゆかり和え 温泉たまごオクラ奴 ひじきサラダ コールスローサラダ ほうれん草ごま和え ごぼうサラダ もやしのなめたけ和え

おろしハンバーグ

金平ごぼう 野菜炒め おから 芋のそぼろ煮 おでん 里芋の胡麻ダレかけ にらの玉子とじ 大根の枝豆あんかけ キャベツ炒め煮

味噌汁 味噌汁
しらす入り卵焼き つくね焼き 鯖の煮つけ 鰈から揚げ 豚にんにく醤油焼き 鶏と玉子の親子蒸し 豆腐南蛮 魚フライタルタルソース

ご飯 ご飯 ご飯
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁

メロン パイナップル

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

洋梨缶 みかん缶 パイナップル缶 オレンジ

麻婆豆腐
芋の煮物 南瓜含め煮 キウイ アスパラの卵炒め 大根金平 冷やしトマト りんご 芋の田舎煮

スープ 味噌汁
回鍋肉 鮭フライ バナナ 茄子の蟹あんかけ 赤魚煮つけ 蟹メンチカツ 豚ジンギスカン風 グリーンサラダ

おにぎり チキンカレー ご飯
味噌汁 味噌汁 春巻き 味噌汁 味噌汁 味噌汁 石狩汁

牛乳 牛乳 牛乳

ご飯 ご飯 味噌ラーメン 親子丼 ご飯 ご飯

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

きゅうりの塩麴和え

ふりかけ 沢庵漬け 煮豆 きゅうり漬物 桜大根 赤カッパ つぼ漬け 沢庵漬け ふりかけ

蟹入りしゅうまい あじの塩焼き
白和え 蕗煮 白菜ザー菜和え もやしおかか和え 青梗菜の生姜和え なっとう 長芋おろし 焼き茄子

ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁
鶏そぼろれんこん煮 オムレツ 車麩の煮物 豚バラ大根煮 厚揚げと白菜の煮物 茄子の味噌炒め さんま佃煮

２８日 ２９日 ３０日

ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁
２２日 ２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日

ポテトサラダ 林檎とブロッコリーサラダ さつまいもサラダ 豆腐サラダ もやしと竹輪の和え物 明太サラダ
揚げ出し豆腐 はんぺん煮物 揚げ茄子ポン酢 里芋の煮物 大根とアサリの炒め煮 五目豆

味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁
豚もやし炒め キャベツ入り卵焼き 鰈の煮つけ 赤魚の大葉揚げ 鶏の南蛮漬け 豚のおろし炒め

6月20日は…

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
味噌汁 味噌汁

パイナップル 黄桃缶 バナナ

ほっけのごま醤油焼き 豆腐田楽
マンゴーヨーグルト 麻婆春雨 ツナとじゃが芋の煮物 クリーム和え にんじんと豚肉の金平 フルーツみつ豆

紫陽花ちらし
味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 味噌汁 とろろ昆布のすまし汁

ばくだん丼 ご飯 ご飯 ひじきご飯 ご飯

柚子味噌大根 さば竜田揚げ 鶏の照り焼き 海老風味蒸し

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

キャベツの海苔和え 白菜のツナ和え
しば漬 きゅうり漬物 練り梅 つぼ漬け 赤かっぱ たいみそ

ご飯・味噌汁
さわら塩焼き 味噌ダレチキン いり豆腐 スクランブルエッグ 野菜しゅうまい がんもの五目煮
ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁 ご飯・味噌汁

ごぼうの旨煮 切干大根の和え物 チンゲン菜のカニ和え 白菜塩昆布和え

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日

介護老人保健施設あつべつ
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６月のお花：紫陽花

日本には１０数種が自

生します。土壌のph

（酸性・アルカリ性）に

よって、あらわれる花

色が異なることでおな

じみですが、

酸性が強いと青みが

かり、アルカリ性が強

いと赤みがかるとされ

ています。

母の日にはカーネーションが贈られますが、父の日

はバラです。身を守る、愛する人の無事を願うといっ

た意味がある「黄色」をイメージカラーに選ばれてお

り、黄色いバラや、黄色いリボンが巻かれたプレゼン

トを父親に贈ると良いとされています。

北海道フェア


