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１１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

歌声喫茶

手工芸 物作り 学習

4 5 6 7 8 9 10

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

11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24

休み 歌声喫茶
職員による
笑点劇場！ 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ

手工芸 喫茶 学習

25 26 27 28 29 30

休み 歌声喫茶

音楽 習字
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り



513 kcal 500 kcal 641 kcal

103 kcal 78 kcal 98 kcal

529 kcal 503 kcal 512 kcal 512 kcal 476 kcal 570 kcal

84 kcal 86 kcal 76 kcal 40 kcal 128 kcal 78 kcal

15日に提供します。お楽しみに！

お好み焼き スイートポテトケーキ

おやつカロリー

朝夕は冷え込むようになりました。季節の変わり目なので皆様体調にはお気をつけ下さい。

11月はおでんやカレーうどんなど温かいメニューも取り入れました。人気メニューの握り寿司も

昼のカロリー

おやつ かぼちゃあんパイ 抹茶ババロア ホットケーキ やわらかおかき

フルーチェ・らっきょう 漬物 ふりかけ 果物 果物 フルーツゼリー

おでん
タンドリー
チキン風

フレンチサラダ 大学芋風 カルボナーラ 春雨の和え物 和風サラダ チーズサラダ

ご飯

ハヤシライス 味噌汁 味噌汁 けんちん汁 茶飯 野菜スープ

昼食献立

☆ハヤシライス☆ ご飯 ご飯 ご飯 ☆おでん☆

キノコのスープ 鮭の塩焼き カラフルオムレツ 鰆の西京焼き

紅茶ケーキ 梅ゼリー

おやつカロリー

5 6 7 8 9 10

昼のカロリー

おやつ ロールケーキ

昆布佃煮 白和え・果物 果物

もやしとハムの
中華炒め 鯖のみりん焼き おさつサラダ

味噌汁 栗ご飯 すまし汁

肉じゃが すまし汁
豚肉の

甘味噌炒め

3

昼食献立

ご飯 ☆栗ご飯☆ ご飯

日付け 1 2

平成30年11月の献立
曜日 月 火 水 木 金 土

栄養科よりお知らせ 

15日 握り寿司 

5日 ハヤシライス 

9日 おでん 

※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%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


458 kcal 478 kcal 417 kcal 575 kcal 586 kcal 494 kcal

89 kcal 123 kcal 116 kcal 80 kcal 67 kcal 89 kcal

447 kcal 439 kcal 452 kcal 542 kcal 463 kcal 461 kcal

109 kcal 64 kcal 96 kcal 113 kcal 143 kcal

538 kcal 555 kcal 569 kcal 498 kcal 492 kcal

98 kcal 88 kcal 116 kcal 62 kcal 126 kcal

パンプディング

おやつカロリー

生もみじまんじゅう

昼のカロリー

おやつ 栗オムレット チョコパイ 珈琲ゼリー牛乳ミックス マロンババロア

果物 海草サラダ・果物 杏仁豆腐・しゅうまい 果物 フルーチェ

コンソメスープ

青菜の柚子風味和え 豆腐ステーキ
鶏肉と厚揚げの

くず煮 温野菜サラダ カラフルサラダ

すまし汁 高菜ご飯 チャーハン 味噌汁 ドライカレー

昼食献立

ご飯 ☆高菜ご飯☆ ☆チャーハン☆ ご飯 ☆ドライカレー☆

メンチカツ 味噌汁 中華スープ ミックスフライ

全国銘菓～広島県～ ナイススティック

おやつカロリー

日付け 26 27 28 29 30

昼のカロリー

おやつ 珈琲タイム スナック菓子 カステラ ドーナツ

みかん 中華サラダ・煮豆 果物 果物 ねぎぬた おにぎり

鯵の南部焼き
ブロッコリー
サラダ

五目ひじき ご飯・わかめスープ 漬物 里芋のおかか煮 さつま芋の甘煮 みかん

☆カレーうどん☆

すまし汁 かに玉　又は 天丼・味噌汁 すまし汁 すまし汁 カレーうどん

昼食献立

ご飯 セレクトメニュー ☆天丼☆ ご飯 ご飯

鮭の野菜あん 回鍋肉(ﾎｲｺｰﾛｰ) ほうれん草のお浸し 豚肉の甘味噌炒め

きな粉と黒糖のパンケーキ 抹茶寒小豆のせ

おやつカロリー

日付け 19 20 21 22 23 24

昼のカロリー

おやつ ミニ鯛焼き プリン 栗ぜんざい バナナスペシャル

春菊の和え物 漬物 キウイフルーツ フルーツポンチ 漬物 煮豆

親子煮 鯖の塩焼き

茄子の揚げ浸し 竹輪と切り昆布の煮物 ブロッコリーの和え物 醤油 真砂和え
もやしとニラの
炒め物

ご飯

味噌汁 すまし汁 きのこご飯・すまし汁 握り寿司 味噌汁 豚汁

昼食献立

ご飯 ご飯 ☆きのこご飯☆ ☆握り寿司☆ ご飯

鯵のみりん焼き コロッケ 赤魚の粕漬け焼き すまし汁

金 土
日付け 12 13 14 15 16 17
曜日 月 火 水 木

※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)
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H30.10.24 ～ H30.11.23

栄養科　　染野

今回は、広島の新銘菓、【生もみじ】を提供します。生地に広島県産の餅粉と米粉を

使用し、もちもちしっとりとした食感です。こしあんは柚子の風味となっています。

宮島の鹿をイメージした押し型も可愛い一品です。

どうぞごゆっくりお召し上がりください。

～全国銘菓の旅～

11月23日(金・祝)　広島県　～生もみじ～
広島県の銘菓といえば、【もみじ饅頭】が有名です。当施設のおやつとしても

定番で、秋らしいもみじの形をしています。本場広島では、粒あん・こしあんの他に

チーズ・お餅・お芋・チョコレートなど味のバリエーションに富んでいるようです。

11月23日(金・祝) 
広島県 

～生もみじ～ 



11月 20日（火）昼食セレクト 
 

 

                

  

 

かに玉 ホイコーロー 

 

＜共通＞ 

ご飯、ワカメスープ 

中華サラダ 

煮豆 

 

又 は

 

 



 10月の行事（喫茶） 

※皆様、8月以来の登場！！！ひょっとこです。 

 また、お会い出来て嬉しいです。 

 近隣の学校などでは運動会が開催され、子供たちの元気な 

 声や声援が多く聞こえてきます。 

 この度、ハートケア 通所（デイケア）でも”秋の大運動会”を 

 10月25日（木）に開催した模様を皆様にご紹介致します。 

※ 競技種目 
  ①玉入れ（ご利用者様参加）   

    紅白に分かれ競い合う 

  ②キャタピラーリレー（職員）  
 

  ③トイレットペーパー綱引き 

   （ご利用者様参加） それぞれ５名様参加 

  ④マシュマロ早食い競争（職員） 

   片栗粉の中に埋もれているマシュマロを 

   探し当て、ゴールし食べてもらう・・・ 

   

選手宣誓！ 

我々は・・・で 

始まりました。 

赤組団長 長谷川 

たくさんの名シーンがうまれました。 
 

職員のガンバリとご利用者様のご参加、ありがとう御座いました。 
 

また、次回の通所喫茶をお楽しみに・・・ 
 

今回は、赤組の勝利でした。 
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