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１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

休み 休み 休み 歌声喫茶

物作り 学習

6 7 8 9 10 11 12

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

13 14 15 16 17 18 19

休み 新年会 歌声喫茶 歌声喫茶

音楽 喫茶
脳トレ
トランプ

手工芸 物作り 学習

20 21 22 23 24 25 26

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

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



471 kcal 548 kcal

121 kcal 50 kcal

337 kcal 503 kcal 616 kcal 648 kcal 425 kcal 476 kcal

156 kcal 138 kcal 52 kcal 86 kcal 40 kcal 54 kcal

平成31年1月の献立
曜日 月 火 水 木 金 土
日付け お休み お休み お休み 4 5

昼食献立

ちらし寿司 ご飯

すまし汁 かきたま汁

茶碗蒸し 煮込みハンバーグ

里芋のおかか和え かぼちゃサラダ

みかん 昆布の佃煮

昼のカロリー

おやつ 干支饅頭 ぽたぽた焼き

おやつカロリー

7 8 9 10 11 12

昼食献立

☆七草粥☆ ご飯 ☆カレー☆ ご飯 ご飯

高野豆腐の含め煮 チキンカツ コンソメスープ 豆腐のオイスター煮

☆おでん☆

七草粥・味噌汁 味噌汁 福神漬け・らっきょう 味噌汁 すまし汁 茶飯

さばの味噌煮 おでん

厚焼玉子 オクラのおかか和え 花野菜サラダ
竹輪ときゅうりの
マヨネーズ和え 大根サラダ 和風サラダ

果物缶 果物缶 アロエヨーグルト 果物缶 漬物 果物缶・煮豆

昼のカロリー

おやつ ナイスステック コーヒーゼリー きなこ＆黒蜜パンケーキ スイートポテト やわらかおかき フルーチェ

おやつカロリー

新年明けましておめでとうございます。本年も皆様に美味しい食事を提供できるよう栄養科一同

心掛けていきます。どうぞ宜しくお願い致します。今月のセレクトメニューは洋食メニューです。

寒い日がつづきますが、水分補給を忘れずに風邪予防を行い良い一年を迎えましょう！

栄養科よりお知らせ 

7日七草粥 23日セレクトメニュー 

※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


551 kcal 577 kcal 602 kcal 603 kcal 524 kcal 570 kcal

177 kcal 94 kcal 113 kcal 143 kcal 67 kcal

566 kcal 603 kcal 503 kcal 573 kcal 465 kcal 410 kcal

80 kcal 106 kcal 89 kcal 94 kcal 112 kcal 68 kcal

493 kcal 605 kcal 575 kcal 597 kcal kcal kcal

146 kcal 92 kcal 119 kcal kcal kcal

曜日 月 火 水 木 金 土
日付け 14 15 16 17 18 19

昼食献立

☆オムライス☆ ご飯 ご飯 ☆あんかけ焼きそば☆ ご飯

クリームスープ 鱈の磯辺揚げ 豚のしょうが焼き 玉子スープ

ご飯

オムライス 豆腐のとろみスープ 味噌汁 あんかけ焼きそば 味噌汁 味噌汁

メンチカツ 豚と生姜のみぞれ煮

ブロッコリーサラダ
なすと厚揚げの
甘味炒め

ブロッコリーの
ゴマドレ和え

しゅうまい 青菜の錦糸和え かぶときゅうりの塩もみ

カルピスポンチ ゼリー 煮豆 果物缶 果物缶 煮豆

昼のカロリー

おやつ プリン ☆喫茶☆ 芋ようかん ドーナツ チョコババロア 今川焼き

おやつカロリー

日付け 21 22 23 24 25 26

昼食献立

☆ねぎとろ丼☆ ☆パセリご飯☆ セレクトメニュー ご飯 ご飯

すまし汁 ビーフシチュー orグラタン かれいのおろしポン巣

ご飯

ねぎとろ丼 コンソメスープ ナポリタン 味噌汁 味噌汁 味噌汁

鱈ちり風

さつま芋の甘煮 ミモザサラダ コンソメスープ 五目豆 水餃子 薩摩揚げと里芋の煮物

みかん フルーツヨーグルト
ブロッコリーサラダ・

果物缶 とろろ 漬物 果物缶

昼のカロリー

おやつ ホットケーキ キャラメルプリン 抹茶バウム フレッシュミルク ロールケーキ

おやつカロリー

日付け 28 29 30 31

昼食献立

ご飯 ☆親子丼☆ ご飯 ご飯

照り焼きハンバーグ ポテトサラダ コロッケ すき焼き

味噌汁 親子丼・味噌汁 すまし汁 味噌汁

マカロニサラダ 果物缶 切り昆布と芋の炒り煮 温泉卵

漬物 ゼリー みかん

練りきり

白玉ぜんざい

かに玉

おやつカロリー
博多通りもん

昼のカロリー

おやつ パンプディング 全国銘菓～福岡県～ ミニ鯛焼き
コーヒーゼリー
牛乳ミックス

※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


         １２月 喫茶 

 ※冬本番、朝晩寒さを感じるこの頃、いかがお過ごしで しょうか！ 

   この度、12月22日（土）恒例の喫茶を開催致しました。 

   毎年、この季節になるとクリスマス会が開かれますが、 

   そんな中、ハートケア東大宮 通所（デイケア）では、今年一年 

   最後に大笑いして頂きたく、一芸大会（笑いの会）を催しました。 

① 鵜戸マジックー＆ヒゲダンス  

    

② ハーモニカ演奏 鈴木 昌様 
 

③ カラオケ    常松 うめよ様 
 

④ 国立ﾓﾌｧｯﾄバレエ団 
 

⑤ カラオケ   八木橋 清様 

※演目※ まずはじめに・・・ 

鵜戸マジックショーからです。 

何度か披露していておなじみのマジックや 

新作もありました。 

赤い玉から一瞬にして青い玉が増えたり、 

トランプカードが一瞬にして掛け声とともに 

手の中に現れたり・・・ 

新作、ペットボトルの底を貫通してキャップが

ボトルの中に・・・ 

あらま～びっくり・・・ 

続いて・・・ 

鈴木 昌様がハーモニカ演奏をご披露して頂きました。 

普段から帰りの挨拶前に季節にちなんだ曲をご披露して頂いてます。

今回は、クリスマスも近いという事もあり、きよしこの夜、ジングルベ

ル、そしてゆうやけこやけの３曲ご披露いただきました。有難う御座

いました。 

続いて・・・ 

国立モファットバレエ団の来日です！！！ 

国籍不明 

団員は、モファット団長をはじめ、プリマドン

ナ茂在、バレイダンサー黒木、など総勢７

名が来日。トウシューズも履かず素足のバ

レエ団見たことがありません。特にこのモ

ファットバレエ団の特徴はニワトリが２匹卵

を産み散らす様子が見ものです。 

次回も是非来日してほしいものです。 

最後に・・・ 

常松うめよ様、八木橋清様によるカラオケご披露となります。 

常松様は関東一本〆（二葉百合子）、八木橋様は浪花恋しぐれ、歩

をご披露頂きました。 

普段より水曜日、土曜日に歌声喫茶で日々鍛錬されている自慢の

声を存分にご披露頂きました。 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Zg6qyKVP&id=03A241981D54D64E8B6C39FB13C63D26BEBDFFD3&thid=OIP.Zg6qyKVPhkve4VfOZ8LQzgHaJC&mediaurl=http://illpop.com/img_illust/flower/potted_a22.png&exph=631&expw=517&q=%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608044617420507546&selectedIndex=92
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=s/LMBAEV&id=B1E231D7CF546F0A2F5506771CEBA8F843EC4D69&thid=OIP.s_LMBAEVdj-HOjI8oYqEKgEsDh&mediaurl=https://www.illust-box.jp/db_img/sozai/00003/32956/watermark.jpg&exph=1050&expw=1400&q=%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%82%b9+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=607986648299539900&selectedIndex=189
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AOrAzdjT&id=1B99CD03977B7A9320558B047B537A3F54B9AA11&thid=OIP.AOrAzdjTHoVxNk6FnVr2GQHaI1&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-IEThPmx-7-s/UO1ijMozJ_I/AAAAAAAAKgc/eEwcm5XNgJY/s1600/ballerina.png&exph=931&expw=780&q=%e3%83%90%e3%83%ac%e3%82%a8%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608055913170734443&selectedIndex=7
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AOrAzdjT&id=1B99CD03977B7A9320558B047B537A3F54B9AA11&thid=OIP.AOrAzdjTHoVxNk6FnVr2GQHaI1&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-IEThPmx-7-s/UO1ijMozJ_I/AAAAAAAAKgc/eEwcm5XNgJY/s1600/ballerina.png&exph=931&expw=780&q=%e3%83%90%e3%83%ac%e3%82%a8%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608055913170734443&selectedIndex=7
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AOrAzdjT&id=1B99CD03977B7A9320558B047B537A3F54B9AA11&thid=OIP.AOrAzdjTHoVxNk6FnVr2GQHaI1&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-IEThPmx-7-s/UO1ijMozJ_I/AAAAAAAAKgc/eEwcm5XNgJY/s1600/ballerina.png&exph=931&expw=780&q=%e3%83%90%e3%83%ac%e3%82%a8%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608055913170734443&selectedIndex=7
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