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１０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 5 6

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

7 8 9 10 11 12 13

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

14 15 16 17 18 19 20

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

21 22 23 24 25 26 27

休み 歌声喫茶 運動会 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ

喫茶 物作り 学習

28 29 30 31

休み 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ



534 kcal 543 kcal 572 kcal 473 kcal 545 kcal 439 kcal

79 kcal 98 kcal 75 kcal 87 kcal 90 kcal 89 kcal

545 kcal 612 kcal 533 kcal 399 kcal 593 kcal 438 kcal

74 kcal 67 kcal 89 kcal 103 kcal 61 kcal 143 kcal

平成30年10月の献立
曜日 月 火 水 木 金 土

6

昼食献立

ご飯 ご飯 ご飯 ☆きのこご飯☆ ご飯 ご飯

中華スープ
味噌汁

日付け 1 2 3 4 5

果物
漬物

中華風酢の物
もやし炒め マカロニサラダ コロッケ 卵豆腐のカニあんかけ

ジャーマンポテト

味噌汁 きのこご飯 味噌汁
コンソメスープ

麻婆豆腐
チーズハンバーグ 炒り鶏 味噌汁 さんまの塩焼き 魚のムニエル

ホワイトソース

昼のカロリー

おやつ 珈琲ゼリー 抹茶あずき ドーナツ 芋ようかん

果物 果物 さくら漬け
大根の煮物・煮豆

プリン ハッピーターン

おやつカロリー

8 9 10 11 12 13
ご飯

味噌汁
味噌汁 栗ご飯 鮭の押し寿司 ポークカレー

すまし汁

昼食献立

ご飯 ご飯 ☆栗ご飯☆ ☆鮭の押し寿司☆ ☆ポークカレー☆

太刀魚の香味だれかけ
鶏肉のみぞれあん 味噌汁・漬物 きのこと大豆のスープ

漬物 果物 鶏ときのこのサラダ
煮豆 ブルーベリーヨーグルト

酢味噌和え

野菜スープ
赤魚の粕漬け焼き

かぼちゃのいとこ煮
さつま芋サラダ 揚げだし豆腐 小松菜と厚揚げの煮物 フレンチサラダ

じゃが芋のそぼろ煮

ビーノ ナイススティック

おやつカロリー

今年の十三夜は10月21日です。十三夜に曇りなしという言葉があり、十五夜の日よりも天気の

良い日が多いようです。前日の20日には芋あんのお月見おやきを提供します。今月のセレクトは

昼のカロリー

おやつ シュークリーム 今川焼き パイナップルゼリー ロールケーキ

ご飯のセレクトとなります。おたのしみに。

栄養科よりお知らせ 

20日 お月見おやき(芋あん) 

10日 栗ご飯 
26日 さつま芋ご飯 

※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


565 kcal 483 kcal 489 kcal 573 kcal 481 kcal 464 kcal

53 kcal 102 kcal 105 kcal 132 kcal

564 kcal 605 kcal 547 kcal 442 kcal 537 kcal 484 kcal

94 kcal 66 kcal 94 kcal 131 kcal 89 kcal

449 kcal 577 kcal 474 kcal

62 kcal 93 kcal 182 kcal

曜日 月 火 水 木 金 土
日付け 15 16 17 18 19 20

ご飯
ゆかりご飯
又は高菜飯

中華スープ 菜飯ご飯 すまし汁 すまし汁
中華スープ

昼食献立

☆セレクトメニュー☆ ご飯 ☆菜飯ご飯☆ ご飯 ご飯

芋煮風
カレイの竜田揚げ すまし汁・漬物 豚肉の甘味噌炒め

酢の物
果物

鰆の西京焼き
かに玉

厚焼き玉子
ぜんまいの煮物

豆腐ステーキ
きのこソース

カニ風味サラダ さつま芋と昆布の煮物

コールスローサラダ

昼のカロリー

おやつ あんみつ 全国銘菓の旅　岩手県 ホットケーキ 黒棒

果物・煮豆 りんご なすの生姜浸し
フルーツヨーグルト

パンプディング お月見おやき

おやつカロリー
栗かもめの玉子 (芋あん)

日付け 22 23 24 25 26 27

昼食献立

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ☆さつま芋ご飯☆ ☆穴子ちらし☆

味噌汁
豚汁 オニオンスープ 味噌汁 さつま芋ご飯

穴子ちらし

から揚げ
さんまの塩焼き ミックスフライ 鱈のバター醤油焼き すまし汁

ねぎぬた・果物
柿・漬物

すまし汁

春雨サラダ
じゃが芋の煮物 きのこソテー アスパラサラダ 豚肉と根菜の煮物

パンプキンサラダ

昼のカロリー

おやつ フレッシュミルク 水ようかん カントリーマウム ☆喫茶☆

中華風茶碗蒸し 果物 漬物
果物

抹茶寒あずきのせ 鯛焼き

おやつカロリー

いちご＆ショコラ
ケーキ

日付け 29 30 31

昼食献立

ご飯 ☆秋の行楽弁当☆ ☆きつねうどん☆

コンソメスープ
秋の行楽弁当 きつねうどん

アジフライ
豚汁 里芋のそぼろ煮

漬物 ミニちらし寿司

ミニナポリタン フルーツポンチ 栗ぜんざい

おやつカロリー

昼のカロリー

おやつ フルーチェ 珈琲ゼリー牛乳ミックス かぼちゃババロア

31日 かぼちゃババロア 

※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


刻み栗・栗餡を包んだ生地に、マロン風味チョコがかかっている、

～全国銘菓の旅～

10月16日(火)　岩手県　～栗　かもめの玉子～

三陸銘菓として有名な【かもめの玉子】の、秋限定の栗味を提供します。

玉子のコロンとしたかわいい形のお菓子です。

この時期、栗ひろいにお出かけされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

秋の味覚をどうぞお楽しみください。

どうぞごゆっくりお召し上がりください。

10月16日(火) 岩手県 
～栗 かもめの玉子～ 

秋限定 栗味 



敬老会 
※平成30年9月19日（水）に敬老会を開催致しました。 

 毎年、行っている年間行事の中でも、日頃の感謝とご健闘を 

 お伝えする機会を頂き、有難う御座いました。            

                              平成30年9月17日                                

                                             ハートケア東大宮 

敬老会担当職員の手作

りでよ！！！ 

すごーい～ 

後世に伝わる作品です 
 

創作者 篠塚・川住 

※今年の敬老会は、

ボランティアの方がお

祝いに駆けつけて頂き

ました。 
 

トランペットの生演奏

を披露して頂き、 

祝賀会に華を添えて

頂けました。 
 

※今年の敬老会、 

笑いもありました。

職員による二人

羽織り 

※最後にお祝

い寿の表彰を

行い、敬老会

閉幕となりまし

た。 
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