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９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

歌声喫茶

学習

2 3 4 5 6 7 8

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

9 10 11 12 13 14 15

休み 歌声喫茶 歌声喫茶

フルート 習字
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り 学習

16 17 18 19 20 21 22

休み 敬老会♪ 歌声喫茶

音楽 習字 喫茶 手工芸 物作り 学習

23/30 24 25 26 27 28 29

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



427 kcal

113 kcal

419 kcal 535 kcal 466 kcal 590 kcal 473 kcal 598 kcal

98 kcal 123 kcal 77 kcal 79 kcal 20 kcal 72 kcal

平成30年9月の献立
曜日 月 火 水 木 金 土

1

昼食献立

ご飯

日付け

果物

にらのそぼろ炒め

すまし汁

赤魚の煮付け

昼のカロリー

おやつ フレンチクルーラー

おやつカロリー

3 4 5 6 7 8
ご飯

味噌汁 味噌汁 味噌汁 ロコモコ 味噌汁 中華スープ

昼食献立

ご飯 ご飯 ご飯 ☆ロコモコ☆ ご飯

鯵のごま焼き 豚肉の生姜焼き コロッケ コンソメスープ

白菜とみょうがの浅漬け 果物 漬物 フルーツヨーグルト しその実漬け 黄桃缶

白身魚のバター醤油 茄子の肉味噌炒め

じゃが芋の煮物 コールスローサラダ トマトとレタスのサラダ グリーンサラダ マカロニサラダ かぼちゃの煮物

カルピス寒天 ペアクリームワッフル

おやつカロリー

今年は猛暑が続きましたね。体調を崩されてはいないでしょうか。まだまだ油断せず、水分補給と

体調管理にお気をつけ下さい。9月17日(月)の敬老の日には、お刺身やお赤飯などを

昼のカロリー

おやつ 抹茶あずき チョコババロア バナナスペシャル 珈琲ゼリー

19日(水)には敬老会として紅白まんじゅうを提供します。

栄養科よりお知らせ 

17日 敬老の日 6日 ロコモコ 

26日 ちゃんぽん風
ラーメン 

食欲の秋 

※あくまでも１ヶ月の予定献立なので仕入れの状況により当日メニューが変更することもあります。
通所ではお好みでご飯を盛り付けているのでご飯の量でカロリーは異なりますのでご了承願います。(標準量;150g)

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://www.wanpug.com/illust/illust4284.png&imgrefurl=http://www.wanpug.com/illust244.html&docid=kkbDXf7bfIHSQM&tbnid=9rhM2YbytHSJ5M:&w=949&h=479&ei=5hjqVpbCOYiu0ASn7o2IAg


467 kcal 509 kcal 598 kcal 521 kcal 554 kcal 447 kcal

3 kcal 120 kcal 93 kcal 45 kcal 93 kcal

571 kcal 563 kcal 485 kcal 508 kcal 541 kcal 537 kcal

88 kcal 60 kcal 118 kcal 131 kcal 93 kcal

591 kcal 461 kcal 610 kcal 594 kcal 517 kcal 533 kcal

69 kcal 94 kcal 95 kcal 68 kcal 95 kcal 92 kcal

曜日 月 火 水 木 金 土
日付け 10 11 12 13 14 15

☆中華丼☆

すまし汁 ドライカレー 鮭そぼろ丼 味噌汁 ご飯・味噌汁 中華丼

昼食献立

ご飯 ☆ドライカレー☆ ☆鮭そぼろ丼☆ ご飯 ☆フライセレクト☆

鯖の
金山寺味噌焼

き
コンソメスープ 味噌汁

鶏ときのこの
オイスター炒め

漬物 オレンジゼリー

フライのセレクト わかめスープ

ぜんまいの和え物 グリーンサラダ 春雨サラダ しらす和え ツナサラダ 冷奴

昼のカロリー

おやつ ところてん 水ようかん 和菓子セレクト あんみつ

果物缶 ブルーベリーヨーグルト ゼリー 果物

フルーツポンチ 栗まんじゅう

おやつカロリー
お楽しみに

日付け 17 18 19 20 21 22

昼食献立

☆敬老の日☆ ☆かやくご飯☆ ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

赤飯・すまし汁 かやくご飯・すまし汁

果物 漬物

牛肉の時雨煮 茶碗蒸し さつま芋サラダ ビーフンソテー 冷奴
ブロッコリーの
華あんかけ

味噌汁 中華スープ 味噌汁 味噌汁

天ぷら・天つゆ 秋刀魚の塩焼き 豆腐ステーキ かに玉風 焼肉 肉じゃが

昼のカロリー

おやつ 寿おやき あずき寒天 ☆喫茶☆ もみじまんじゅう

刺身・巨峰 果物 漬物 杏仁豆腐

ホットケーキ 芋ようかん

おやつカロリー
紅白まんじゅう

日付け 24 25 26 27 28 29

昼食献立

ご飯 ご飯 ☆ラーメン☆ ご飯 ご飯 ゆかりご飯

けんちん汁 コンソメスープ ちゃんぽん風ラーメン 味噌汁 味噌汁 味噌汁

鶏肉南蛮酢 ミックスフライ さつま芋のレーズン煮 豚肉の中華炒め 鯖の竜田揚げ
鶏と野菜の
和風ポトフ

ヨーグルト ふりかけ ゼリー 果物 果物 果物缶

里芋の煮物 グリーンサラダ 餃子 しゅうまい 冬瓜のカニあん えびと青菜のソテー

珈琲ゼリー牛乳ミックス ミニ鯛焼き

おやつカロリー

昼のカロリー

おやつ 抹茶寒あずきのせ フレッシュミルク 冷やし汁粉 ロールケーキ

※あくまでも１ヶ月の予定献立なので仕入れの状況により当日メニューが変更することもあります。
通所ではお好みでご飯を盛り付けているのでご飯の量でカロリーは異なりますのでご了承願います。(標準量;150g)

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


 暑い日が続いてますが、いかがお過ごしでしょうか？ 

 8月21日（火）にデイケア納涼祭を開催しましたので・・・ 
納
涼
祭 

デ
イ
ケ
ア 

※演目紹介だべ～ 

①盆踊り  ②スイカ割    

③スイカ早食い競争（職員） 

④お神輿 

 
 
 

        まず初めは・・・盆踊りの様子です。炭坑節と東京音頭をご利用者様も 

         一緒に踊って頂きました。職員はこの日の為に仕事終わりに猛特訓！！！ 
 

※ 次は、スイカ割と早食い競争です。スイカ割は、男性ご利用者様が参加！！！目

隠され皆の”がんばれ”やもっと右、左などの声がかかり、あっち行ったりこっち行ったり

で・・見ている方はハラハラ、ドキドキでした。 
 

最後に浴衣姿のキレ

イどころ女性陣をご

紹介します。 

着つけは茂在主任が

手がけました。 

来年も宜しくお願い致

とってもキレイです

ね！！！ 
 

男性ご利用者様の

目の輝きがいつも
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