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８月行事予定

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4

歌声喫茶 歌声喫茶

脳トレ
トランプ

手工芸 物作り 学習

5 6 7 8 9 10 11

休み 歌声喫茶 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り 学習

12 13 14 15 16 17 18

休み 歌声喫茶 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り 学習

19 20 21 22 23 24 25

休み 納涼祭♪ 歌声喫茶 歌声喫茶

フルート 喫茶
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り 学習

26 27 28 29 30 31

休み 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り



494 kcal 463 kcal 531 kcal 488 kcal

132 kcal 94 kcal 60 kcal 78 kcal

543 kcal 544 kcal 438 kcal 473 kcal 530 kcal 496 kcal

74 kcal 60 kcal 106 kcal 95 kcal 6 kcal

平成30年8月の献立
曜日 月 火 水 木 金 土
日付け 1 2 3 4

昼食献立

☆鰻玉丼☆ 麦ご飯 ☆オムライス☆

すまし汁 赤魚の粕漬け焼き

ご飯

鰻玉丼 味噌汁 オムライス けんちん汁

わかめスープ 魚の味噌マヨ焼き

漬物 冬瓜のかにあんかけ ポテトサラダ ひじきの煮物

フルーツポンチ とろろ 果物 漬物

昼のカロリー

おやつ ホットケーキ ビスコ あんみつ 抹茶クリームパンケーキ

おやつカロリー

6 7 8 9 10 11

昼食献立

ご飯 ご飯 ☆冷麦☆ ご飯 ご飯

鶏と厚揚げの
甘味噌炒め

タンドリーチキン かき揚げ とんかつ

☆峠の釜飯☆

味噌汁 コンソメスープ 冷麦 味噌汁 コンソメスープ 峠の釜飯風

チキンケチャップ 味噌汁

長芋のゆかり和え かぼちゃサラダ 杏仁豆腐 ほうれん草のお浸し アスパラサラダ 玉子焼き

オレンジ 漬物 いなり寿司 昆布佃煮 果物 果物・漬物

昼のカロリー

おやつ フルーチェ 小豆寒天 ロールケーキ 全国銘菓～宮城県～ 珈琲ゼリー牛乳ミックス ところてん

おやつカロリー

連日の暑さで体調を崩されぬようお気をつけ下さい。25日(土)は奄美地方の郷土料理

鶏飯(けいはん)を提供します。今月のセレクトメニューは20日(月)です。お楽しみに。

ずんだおはぎ

栄養科よりお知らせ 

3日 オムライス 

1日 鰻玉丼 

17日 冷やし中華 

25日 鶏飯（けいはん） 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://azukichi.net/season/img/month/10word004.jpg&imgrefurl=http://azukichi.net/season/10_october.html&h=709&w=649&tbnid=Ah2mjqgD7DjhqM:&docid=GDTGTiWe1WYvgM&ei=n_vsVYPXJ4fB0gSw3Y-4CA&tbm=isch&ved=0CB4QMygDMANqFQoTCMOi45P148cCFYeglAodsO4Dhw
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.wanpug.com%2Fillust%2Fillust4284.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.wanpug.com%2Fillust244.html&docid=kkbDXf7bfIHSQM&tbnid=9rhM2YbytHSJ5M%3A&w=949&h=479&ei=5hjqVpbCOYiu0ASn7o2IAg


477 kcal 447 kcal 456 kcal 471 kcal 378 kcal 545 kcal

92 kcal 44 kcal 70 kcal 149 kcal 123 kcal 47 kcal

532 kcal 553 kcal 547 kcal 558 kcal 544 kcal 465 kcal

129 kcal 87 kcal 105 kcal 66 kcal 146 kcal

502 kcal 464 kcal 478 kcal 457 kcal 571 kcal

98 kcal 154 kcal 150 kcal 130 kcal 85 kcal

お楽しみに

曜日 月 火 水 木 金 土
日付け 13 14 15 16 17 18

昼食献立

ご飯 ☆枝豆みょうがご飯☆ ご飯 ☆ちらし寿司☆ ☆冷し中華☆

豚と夏野菜の
香味炒め

すまし汁 白身魚フライ 味噌汁

ご飯

味噌汁 枝豆みょうがご飯 味噌汁 ちらし寿司 冷し中華 味噌汁

えびしゅうまい サンマの山椒焼き

きゅうりのみょうが和え
鮭の

おろしポン酢かけ トマトサラダ 茶碗蒸し・和え物 すいか 冬瓜のひき肉あん

漬物 春雨サラダ・果物 漬物 デラウェア おにぎり 果物

昼のカロリー

おやつ 鯛焼き おはぎ カルピス寒天 冷やしぜんざい マンゴープリン 今川焼き

おやつカロリー

日付け 20 21 22 23 24 25

昼食献立

☆セレクトメニュー☆ ☆ネバネバ丼☆ ご飯 ご飯 ☆夏野菜カレー☆

or　牛肉コロッケ 味噌汁
鶏肉の

マーマレード焼き
ハンバーグ

和風きのこソース

☆鶏飯☆

カレイのおろし煮 ネバネバ丼 味噌汁　 味噌汁 夏野菜カレー 鶏飯

福神漬け・卵スープ 鶏だしスープ

わかめご飯・かき卵汁 揚げなすの生姜醤油 ナポリタン おさつサラダ 和風ツナサラダ ポテトサラダ

ちくわのサラダ・ゼリー 冷奴・すいか 果物 昆布佃煮 果物 煮豆・果物

昼のカロリー

おやつ ココアケーキ ☆喫茶☆ 抹茶ババロア イチゴスペシャル 水ようかん ナイススティック

おやつカロリー

日付け 27 28 29 30 31

昼食献立

☆あんかけ焼きそば☆ ご飯 ご飯 ☆いなり寿司☆ ゆかりご飯

コンソメスープ かぼちゃコロッケ かに玉風 味噌汁・厚焼き玉子

あんかけ焼きそば 味噌汁 中華スープ いなり寿司 味噌汁

茹で豚の
ごまだれかけ

すいか 夏野菜の寒天寄せ 夏野菜煮浸し 和え物 ぜんまいの炒め煮

おにぎり 漬物 杏仁豆腐 フルーツポンチ 果物

芋ようかん

おやつカロリー

昼のカロリー

おやつ コーヒーゼリー 抹茶寒あずきのせ イチゴ蒸しパン プリン

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://illustwanpagu.sakura.ne.jp/i2016/i-saru69.png&imgrefurl=http://www.wanpagu.com/nenga35.html&h=777&w=556&tbnid=4JYJwVU8EmyvBM:&docid=enPIYO-cz4iTBM&ei=OkN7VrPjFsLwmAXVt6CoDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiz6MW0pfPJAhVCOKYKHdUbCOUQMwgkKAkwCQ
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.taka.jp/tada/category/kisetu/1gatu/l_img/kis0132l.gif&imgrefurl=http://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id%3D29%26cid%3D4%26cid2%3D7&h=518&w=600&tbnid=VQLLIYCaCbEWCM:&docid=lDHAw1CAJmUjFM&ei=fER7Vv3lNqPMmwXJ57zIBQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwj9k6vOpvPJAhUj5qYKHckzD1kQMwgbKAAwAA
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://illustwanpagu.sakura.ne.jp/i2016/i-saru69.png&imgrefurl=http://www.wanpagu.com/nenga35.html&h=777&w=556&tbnid=4JYJwVU8EmyvBM:&docid=enPIYO-cz4iTBM&ei=OkN7VrPjFsLwmAXVt6CoDg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiz6MW0pfPJAhVCOKYKHdUbCOUQMwgkKAkwCQ


8月 20日（月）昼食セレクト 
 

 

                

  

 

カレイのおろし煮 牛肉コロッケ 

 

 ＜共通＞ 

ワカメご飯、かき玉汁 

竹輪のサラダ 

ゼリー 

 

又 は

 

 



H30.6.15 ～ H30.8.9

～全国銘菓の旅～

8月9日(木)　宮城県　～ずんだおはぎ～
東北地方、特に宮城県では枝豆をすりつぶした　ずんだあんを使用した郷土料理が

有名です。ずんだの元となる枝豆は夏に収穫されるため、ずんだは季節料理、

特にずんだ餅はお盆のお供えとして認識されている面があります。

栄養科　　染野

今回はずんだ餡をたっぷり使用した、食べやすい　ずんだおはぎを提供します。

2018年の仙台七夕まつりは8月6日から8日に開催されます。仙台旅行に行かれた

気分でお召し上がり下さい。

どうぞごゆっくりお召し上がりください。

8月9日(木) 宮城県 
～ずんだおはぎ～ 



0

行事レポート・喫茶 

    音楽会 

✿今回喫茶は職員による七夕音楽会とボランティアの

生演奏を披露して頂いた模様をご紹介致します。 

✿女性職員によるハンドベル演奏

です。 

仕事終わりに練習を重ね、最後ま

で披露！！！ 

✿女性職員によるリコーダー演奏 

”ここで問題です”この演奏者は誰”

でしょう？ 

グラスの水を入れた演奏による曲当

てクイズなど色々披露しました。 

✿ボランティア様 

今回2度目の来所頂きました。 

ブルーダイヤモンドズ様 

ハワイヤンやグループサウンズ

を中心に披露！！！ 
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