
令和元年6月

発寒デイサービスセンター

6月 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
土曜日

1

ブリ唐揚げ

の香味がけ

3 4 5 6 7 8

サバの 厚揚げと小松菜の 夏野菜天婦羅 中華あんかけと ミックスフライ 鶏そばと

みそ煮御膳 麻婆炒め 冷やしそば 玉子丼 御膳 いなり寿司

10 11 12 13 14 15

若鶏の 肉団子の ホイル焼 親子丼と おばんざい おばんざい

なめこおろし 豆乳煮 セット ミニそば セット セット

17 18 19 20 21 22

豚丼セット
ドライカレー ﾁｷﾝﾋﾟﾗﾌと 味噌ラーメン カレーうどんと 　サーモン　

セット シチュー ﾁｬｰﾊﾝｾｯﾄ とのり巻き トロロ丼セット

24 25 26 27 28 29

炊き込み 若鶏の 和風
焼魚御膳 天丼セット

若鶏の

ご飯セット 黒酢ステーキ 冷やしラーメン クリーム煮

　　　　　　　※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。









令和元年７月

   発寒デイサービスセンター

７月
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

サーモンの　　　　
アクアパッツァ

若鶏の　　　　　　　　　
おろしソース

水菜と　　　　　　　　　
ササミの冷麦

鶏ひき肉野菜丼
揚げ豆腐　　　　　　　

きのこあんかけ
若鶏の　　　　　　　　　　

梅トロロがけ

8 9 10 11 12 13

串揚げ御膳
梅シラスご飯と　

お刺身
若鶏の　　　　　　　　

みそバター焼
サバガリ巻　　　　　　　

とそば
サーモン巻　　　　　　　

と冷麦
おろし肉うどん

15 16 17 18 19 20

マグロネギ丼
茄子とレンコンの

はさみ揚げ
和風煮込み　　　

ハンバーグ膳
海老かき揚げ丼　　　

セット
若鶏の　　　　デ
ィアボロソース　　　　　　　

豚丼セット

22 23 24 25 26 27

鶏モモの柚子　　　
胡椒煮

牛肉ハヤシライス　　　
正油ラーメンチャ

ーハン
エッグ　　　　　　　　　

カレーセット
アサリの深川丼

冷しなめこ　　　
そばセット

29 30 31 1 2 3

炊き込み　　　　
ご飯セット

焼魚御膳 海老天丼ｾｯﾄ

※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。









令和元年8月

発寒デイサービスセンター

8月 月曜日 火曜日 水曜日
木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3

沢煮うどん 若鶏の ちくわ天

セット 油淋鶏 そばセット

5 6 7 8 9 10

茄子と鶏ササミ チキンソテー 白身魚の あさりご飯 海鮮 真サバの

の揚げびたし きのこソース トマトソース かき揚げそば ユッケ丼 ゴボウあんかけ

12 13 14 15 16 17

豆腐の肉 タヌキそば キツネうどん ビビンバ丼 豚ヒレカツ 豚つくね

そぼろあんかけ とのり巻き とのり巻き セット の玉子とじ うどん

19 20 21 22 23 24

鉄火丼 鶏塩ラーメンと 茄子とひき肉の 五目あんかけ タラの 海老とじ丼

セット チャーハン ドライカレー 焼きそば ホイル焼 セット

26 27 28 29 30 31

炊き込み
天丼セット 焼魚御膳

トマト サバの カツオのタタキ

ご飯セット 肉ジャガ 山椒煮 トロロ丼

　　　　　　　※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。









令和元年9月

発寒デイサービスセンター

9月
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

2 3 4 5 6 7

真ダラの　　　　
香味がけ

カボチャと　　
ジャガ芋の　　　
焼コロッケ　　　　

秋刀魚の　　　　
梅香焼

肉ダンゴの　　　　
ﾎﾜｲﾄｿｰｽ煮

秋鮭のﾎｲﾙ焼 秋鮭のﾎｲﾙ焼

9 10 11 12 13 14

若鶏と根野菜　　　　
の旨煮

栗・きのこ　　
ご飯

鶏のカレー　　　
南蛮うどん

豆腐の　　　　
肉そぼろ　　　
あんかけ

玉子とじ生姜　
あんかけそば

豚ゴボウ　　　
うどん

16 17 18 19 20 21

サバのみそ煮　　　　
御膳

若鶏の　　　　
大葉おろし　　

ソース

真ダラの　　　
トマトソース

鮭のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼　　　　
山菜そばと　　
のり巻き

親子そばと　　
いなり寿司

23 24 25 26 27 28

豆腐ステーキ　
きのこソース

ドライカレー　　　
セット

チキンピラフ　
とシチュー

みそラーメン　　　　
チャーハンセ

ット
鶏天丼セット

炊き込み　　　
ご飯セット

30

鉄火トロロ丼　

　　　　　　　※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。

































令和元年10月

   発寒デイサービスセンター

１０月 月曜日
火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5

カキフライ 茄子の 若鶏の 海鮮巻と 海鮮巻と

タルタルソース 鶏そぼろ丼 黒酢ステーキ おろしそば 鶏うどん

7 8 9 10 11 12

豚汁と シラスご飯 真ダラの 真ダラの
豚丼セット

鶏と玉子の

五穀米 とけんちん汁 ホイル焼 ホイル焼 旨煮御膳

14 15 16 17 18 19

豆腐と若鶏の 豚カレー ブリの 牛ランプ 若鶏の サーモン

みぞれ煮 そば 甘酢がけ ステーキ 竜田揚げ トロロ丼セット

21 22 23 24 25 26

親子丼と デミソース カツカレー 正油ラーメン 真ダラの 若鶏の

茶そば オムライス セット とチャーハン アクアパッツァ ネギソース

28 29 30 31

炊き込み
天丼セット

真サバの
焼魚御膳

ご飯セット 正油煮

※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。









令和元年11月

発寒デイサービスセンター

11月
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
28 29 30 31 1 2

白身魚の サツマ芋と

生姜あんかけ レンコンの酢豚

4 5 6 7 8 9

白菜と玉子 きのこ玉子丼 鶏めんと 豚ロース 若鶏の サーモンの

のカレーうどん とけんちん汁 いなり寿司 生姜焼 クリーム煮 ネギソース

11 12 13 14 15 16

サバの 若鶏
麻婆豆腐

ナメコうどん おばんざい 肉ダンゴ

きのこおろし 梅ソース と鉄火巻 セット 白菜あんかけ

18 19 20 21 22 23

根菜と エビフライ 鶏塩ラーメン 五目あんかけ 鉄火丼 鶏の

つみれの旨煮 カレー とチャーハン 焼きそば セット 柚子胡椒煮

25 26 27 28 29 30

炊き込み 鶏肉ジャガ
焼魚御膳 天丼セット

タヌキそば 豚おろしうどん

ご飯 御膳 とのり巻き とのり巻き

※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。



発寒デイサービスセンタ



令和2年6月

発寒デイサービスセンター

6月
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

サーモンの 鳥ササミの 鶏ひき肉 揚げ豆腐 若鶏の サバガリ巻

アクアパッツァ 冷麺 野菜丼 きのこあんかけ 梅とろろかけ とそば

8 9 10 11 12 13

鉄火巻と 串揚げ おろし 梅シラスご飯 茄子と蓮根の 冷やし

うどん 御膳 肉うどん とお刺身 はさみ揚げ なめこそば

15 16 17 18 19 20

ヒレカツ丼 若鶏の サバの 和風煮込み 海老 豚丼

セット ディアボロソース 正油煮 ハンバーグ かき揚げ丼 セット

22 23 24 25 26 27

鶏ももの ドライカレー 五目 味噌ラーメン ホタテの 鶏とジャガイモ

柚子胡椒煮 セット あんかけ焼そば チャーハンセット 柳川風 のネギあんかけ

29 30

炊き込み
焼魚御膳

ご飯セット

食事前には、しっかりと手洗いをして、おいしく、元気に春を楽しみましょう。

　　　　　　※予定の変更がある場合がございますのでご了承下さい。


