
　　日替わりお昼のごはん AJIEMON　 　 味衛門
２０２０年５月のメニュー

上尾センター

５５０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　５月１日　(金曜日） 　　５月２日（土曜日）

今月おすすめ品
＊冷やしたぬきうどん ３５０円 　　　定　　　休　　　日    定　　休　　日
＊冷やしたぬきそば ３５０円
＊冷やし中華 ４５０円

　５月３日　(日曜日） 　　５月４日　(月曜日） 　　５月５日　(火曜日） 　　５月６日　（水曜日） 　　５月７日　(木曜日） 　　５月８日　(金曜日） 　　５月９日　(土曜日）
ハンバーグ メンチカツ

　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 　　　定　　　休　　　日 （自家製デミグラソース） 揚げぎょうざ
プレーンオムレツ 枝豆シューマイ    定　　休　　日
春雨サラダ きんぴらごぼう

　５月１０日　(日曜日） 　　５月１１日　(月曜日） 　　５月１２日　（火曜日） 　　５月１３日　（水曜日） 　　５月１４日　（木曜日） 　　５月１５日　(金曜日） 　　５月１６日　(土曜日）
　　　定　　　休　　　日 まぐろハンバーグ ゆで豚おろしソース 鶏肉グリルオーロラソース ボロニア風ハムカツ ハンバーグ（イタリア　    定　　休　　日

アジフライ 明太子スパゲティー （自家製） オムレツ 白身フライ

切り昆布と野菜煮 ブロッコリーおかか和え ツナとザーサイ炒め きんぴらごぼう ポテトサラダ
麻婆なす

　　　　

　５月１７日（日曜日） 　　５月１８日　（月曜日） 　　５月１９日（火曜日） 　　５月２０日（水曜日） 　　５月２１日（木曜日） 　　５月２２日（金曜日） 　　５月２３日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 ブラックカレーフライ スパイシーチキン（甘辛） 手作り海老フライ 手作りロースカツ

海老風味シューマイ ほうれん草とかにカマ和え 目玉焼き 　　　お楽しみランチ 胡麻ソース付

いか野菜あんかけ こんにゃくともやしの甘辛煮 山菜煮    定　　休　　日

　

　５月２４日（日曜日） 　　　５月２５日（月曜日） 　　　５月２６日（火曜日） 　　５月２７日（水曜日） 　　５月２８日（木曜日） 　　５月２９日（金曜日） 　　５月３０日（土曜日）
　　　定　　　休　　　日 枝豆入りフライ スタミナ焼肉 豆腐ハンバーグ 国産鶏むね肉中華風唐揚げ バリバリポリフェノール弁当    定　　休　　日

スパイシーイタリアンオムレツ コーンポテトサラダ 和風パスタ 麻婆豆腐 有機米入りごはん
大根煮 コロッケ 煮豆 ひらまさ照り焼き、

シャキシャキ肉団子
野菜の蒸し和え

　５月３１日（日曜日） ひじき煮

＊味衛門は、有機野菜を中心に県産国産野菜
を使用してます。

　 　 　

http://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_47.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_6983.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_30.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/mothers-day_29.html
http://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_47.html
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_30.html
http://www.irasutoya.com/2014/05/mothers-day_29.html
http://www.irasutoya.com/2016/05/blog-post_275.html


　　日替わりお昼のごはん AJIEMON　 　 味衛門
２０２０年６月のメニュー

上尾センター

５５０円 ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

　　　　　　　　ご注文は、午前10時までにお願いします。

　　６月１日　(月曜日） 　　６月２日　（火曜日） 　　６月３日　（水曜日） 　　６月４日　（木曜日） 　　６月５日　(金曜日） 　　６月６日　(土曜日）

　　定　　　休　　　日 チキンカツ・さばの塩焼 中華弁当 タンドリーチキン 枝豆コロッケ
　　　　お楽しみランチ 松前風高菜漬け 焼売・かに玉 クリームコロッケ 肉みそはんぺん 　　　お休みさせて頂きます

中華春巻き キャベツときのこ和え もやしナムル

麻婆豆腐

　６月７日（日曜日） 　６月８日　（月曜日） 　　　６月９日（火曜日） 　　６月１０日（水曜日） 　　　６月１１日（木曜日） 　　　６月１２日（金曜日） 　　６月１３日（土曜日）

　　　定　　　休　　　日 豆腐バーグ・鶏南蛮 ゆで豚と野菜の塩たれあえ　 昔のハムカツ、目玉焼き スタミナ焼き肉

こんにゃくの味噌煮 青菜とマカロニ和風和え ナポリタン 　　　　お楽しみランチ さつま芋のバター醤油和え 　　　お休みさせて頂きます

きんぴらごぼう 大豆とひじき煮 有機野菜

五穀米入りごはん

  ６月１４日（日曜日） 　　　６月１５日　(月曜日） 　　　６月１６日(火曜日） 　　６月１７日（水曜日） 　　　６月１８日（木曜日） 　　　６月１９日（金曜日） 　　６月２０日（土曜日）

　　定　　　休　　　日 カレーコロッケ 照り焼きチキン メンチカツ ハンバーグ（照り焼きマヨソース） ロースカツ

カニ風味シューマイ ベーコンときのこパスタ さつま揚げと大根煮 オムレツ 穂先メンマラー油味 　　　お休みさせて頂きます

和風パスタ キャベツと野菜蒸し ポテトサラダ

   

　　６月２１日（日曜日） 　　６月２２日（月曜日） 　　　６月２３日（火曜日） 　　　６月２４日（水曜日） 　　６月２５日（木曜日） 　　６月２６日（金曜日） 　　６月２７日（土曜日）
酢豚 いか天、かぼちゃ天、なす天 鶏むね肉の紅茶煮 手作りポークハンバーグ

　　　定　　　休　　　日 　　　　お楽しみランチ 切干大根サラダ うどん えびカツ なすしょうが煮 　　　お休みさせて頂きます

五目ごはん もやしちくわ和え

　

　　６月２８日（日曜日） 　　　６月２９日（月曜日） 　　　６月３０日（火曜日）
豚の生姜焼き 手作りから揚げ

　　　定　　　休　　　日 厚揚げと大根煮 枝豆シューマイ

春雨とわかめの中華和え

http://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_40.html
http://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_90.html
http://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_755.html
http://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_368.html
http://www.irasutoya.com/2014/11/blog-post_267.html


　　日替わりお昼のごはん AJIEMON　 　 味衛門
２０２０年７月のメニュー

上尾センター

５５０円(税込） ＴＥＬ０４８－７２３－１９１０

ＦＡＸ　０４８－７２３－１９２２ ＊御注文は、１０時までお電話下さい。
　　７月１日（水曜日） 　　７月２日（木曜日） 　　７月３日（金曜日） 　　７月４日（土曜日）

ちょっと刺激のお弁当 手作りから揚げ 蒸し野菜のカレーソースかけ

＊味衛門は、皆様の健康を考え、 ゆで豚キャベツのピリ辛ねぎ和え切干大根の味噌煮 にしんのみりん焼き 　　　お休みさせて頂きます

ご飯は、埼玉産【彩のかがやき】を エリンギともやし中華和え じゃが芋塩昆布和え

野菜は、埼玉産を中心に一部有機野菜を使用してます。

　７月５日　(日曜日） 　　７月６日　(月曜日） 　　７月７日　(火曜日） 　　７月８日　（水曜日） 　　７月９日　(木曜日） 　　７月１０日　(金曜日） 　　７月１１日(土曜日）

イカキャベツハンバーグ 手作りなすの挟み揚げ タンドリーチキン サルサソースハンバーグ 豚生姜焼き 　　

照り焼きチキン ちぢみ焼き とろーりオムレツ 目玉焼き 白身魚フライ 　　　お休みさせて頂きます

　　お休みさせて頂きます 大根の味噌煮 青菜おひたし

きゅうりの生姜和え マカロニ和風和え ちくわとわかめ煮

　７月１２日　(日曜日） 　　７月１３日　(月曜日） 　　７月１４日　（火曜日） 　　７月１５日　（水曜日） 　　７月１６日　（木曜日） 　　７月１７日　(金曜日） 　　７月１８日(土曜日）

麻婆豆腐 和牛メンチカツ,目玉焼き チキンステーキ（レモン味）、 ハンバーグ（デミソース）

海の日 黒豚焼売、かに玉 韓国春雨と人参和え じゃが芋ベーコンハンバーグ クリームコロッケ 　　　お休みさせて頂きます

　　お休みさせて頂きます 春巻き

有機野菜 こんにゃく煮

　７月１９日（日曜日） 　　７月２０日　（月曜日） 　　　７月２１日（火曜日） 　　　７月２２日（水曜日） 　　　７月２３日（木曜日） 　　　７月２４日（金曜日） 　　７月２５日（土曜日）

大判から揚げ野菜あんかけ 海鮮三昧 酢鶏

芋煮 えびカツ、いかげそ焼き 夏野菜添え 　　　お休みさせて頂きます 　　　お休みさせて頂きます

　　お休みさせて頂きます さわら西京焼き オニオンサラダ 　　　お休みさせて頂きます

カニカマサラダ

　　７月２６日（日曜日） 　　７月２７日（月曜日） 　　７月２８日（火曜日） 　　7月２９日（水曜日） 　　7月３０日（木曜日） 　　7月３１日（金曜日）

豆腐ハンバーグ、アジフライ 鶏かつ、塩ます ロースカツ（おろしソース） 油淋鶏 麻婆なす,海老シューマイ

焼きそば さつま芋煮 カニ風味シューマイ 春巻き

　　お休みさせて頂きます ひじき煮 うぐいす豆 キャベツと胡瓜の塩昆布和え 厚揚げ煮 いんげんとツナ和え

http://www.irasutoya.com/2016/01/blog-post_40.html
http://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_755.html
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