
9月1日(木) 9月2日(金) 9月3日(土)

バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

牛乳 ミニオムレツ コーヒー牛乳

ツナサラダ みそ汁、漬物 コーンサラダ

ご飯 ご飯 ご飯

焼きビーフン カツオの黒潮ソースあえ 夏野菜のオムレツ

磯香あえ コールスローサラダ 玉ねぎとｶﾆｶﾏの胡麻ﾀﾞﾚｻﾗ

玉子の中華風スープ 具だくさん味噌汁 豆腐ス－プ

ご飯 ご飯 ご飯

鶏肉の甘酢炒め 豚肉のオイスター炒め さばのみそ煮

いんげんのごま和え もやしのわさび醤油和え 大根と納豆サラダ

いかと大根の煮物 じゃが芋の煮物 ちんげんさいの炒め物

9月4日(日) 9月5日(月) 9月6日(火) 9月7日(水) 9月8日(木) 9月9日(金) 9月10日(土)

バタ－ロ－ルパン おぐら小町 ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

フルーツヨ－グルト 牛乳 コンビオムレツ ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 だし巻き卵 コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り チーズサラダ みそ汁、漬物 スパサラダ ハムサラダ みそ汁、漬物 ツナサラダ

ご飯 ご飯 ハヤシライス ご飯 ご飯 おにぎり ご飯

とうもろこしと鶏肉の中華炒め さわらの塩焼き グリーンサラダ ぶりのから揚げ 回鍋肉 冷やしとろろそば お月見ハンバーグ

冷ややっこ さつま芋サラダ パインゼリー じゃこ入り和風ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ 切り干し大根のごまﾏﾖｻﾗﾀﾞ かき揚げ フレンチサラダ

里芋とイカの煮物 高野豆腐のカップ焼き 野菜の玉子とじ炒め 中華コーンスープ アスパラガスのサラダ コーンスープ

みそ汁(なす､ﾐﾖｳｶﾞ) 赤だし みそ汁(オクラ、なめこ） 十五夜ゼリー

他人丼 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

ゆでｷｬﾍﾞﾂとﾂﾅｻﾗﾀﾞ れんこんと鶏そぼろの甘辛煮 あじの蒲焼き 牛肉とごぼうの煮物 鶏肉のパン粉焼き シイラのみそ煮 さわらの西京焼き

ベビーチーズ鉄分入り ブロッコリーサラダ こんにゃくの白和え きゅうりの三杯酢和え 春雨サラダ（中華風） 塩昆布の和え物 ばんさんすう

ピザポテト かぼちゃのそぼろ煮 油揚げの炒め物 きのこと竹輪の煮びたし 野菜ソテ－ 大豆の昆布煮

9月11日(日) 9月12日(月) 9月13日(火) 9月14日(水) 9月15日(木) 9月16日(金) 9月17日(土)

バタ－ロ－ルパン デニッシュオレンジヨーグルト ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

フルーツヨ－グルト 牛乳 ミートボール ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ 牛乳 ツナオムレツ コーヒー牛乳

野菜ジュース鉄分入り ｺｰﾝサラダ みそ汁、漬物 ﾎﾟﾃﾄサラダ チーズサラダ みそ汁、漬物 ハムサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 バタ－ロ－ルパン マーボー丼 ご飯 ひじきごはん

ぶりの照り焼き 鶏むね肉のごま照り焼き タラとじゃがいものグラタン ｱｽﾊﾟﾗと舞茸のｸﾘｰﾑﾊﾟｽﾀ 大根のさっぱりサラダ 豚肉のしょうが焼き かれいの照り焼き

いんげんのピーナッツ和え 白菜の梅肉和え ひじきサラダ ﾚﾀｽと温泉卵のｼｰｻﾞｰｻﾗﾀﾞ かき玉汁 しらす干し和え れんこんのしゃきしゃき酢

鶏団子と春雨のスープ 金時豆 白菜とベーコンのスープ ぶどうゼリー いんげんの炒め煮 豆苗の炒め物

みそ汁(卵､ねぎ) 人参の豆乳スープ

ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

カニ玉野菜あん 煮魚 すき煮 いかと野菜炒め カジキ塩焼き 豆腐とエビの中華煮 とり肉の甘辛煮

ブロッコリーサラダ バンバンジーやっこ きゅうりワカメ酢の物 ブロッコリ－の胡麻辛子和え ｷﾕｳﾘともやしの酢の物 コールスローサラダ もやしとﾊﾑの辛子醤油和え

もやしの中華スープ 野菜炒め 玉子とﾋﾟｰﾏﾝ、ﾊﾑの炒め物 もやしとｳｲﾝﾅｰ卵とじ 鶏レバ－の甘辛煮 もやしのカレ－炒め ソ－セ－ジ炒め

9月18日(日) 9月19日(月) 9月20日(火) 9月21日(水) 9月22日(木) 9月23日(金) 9月24日(土)

バタ－ロ－ルパン いちご小町 ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン

野菜ジュース鉄分入り 牛乳 ミニオムレツ マカロニサラダ 牛乳 ミートボール コーヒー牛乳

フルーツヨ－グルト ツナサラダ みそ汁、漬物 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ ｺｰﾝサラダ みそ汁、漬物 チーズサラダ

ご飯 ご飯 ご飯 開園記念　お祝い膳 カツカレー こぎつねごはん ご飯

鶏じゃが 鮭のムニエル じゃがいも入り焼きそば 吸い物(花麸) きゃべつのサラダ 鯖のホイル焼き 八宝菜

こんにゃくの白和え ちんげんさいの生姜醤油和え きゅうりワカメ酢の物 ヨ－グルト和え タコの酢の物 中華きゅうり

シンプルサンラータン かぼちゃの甘煮 みそ汁(白菜､にら) ぜんざい 春雨ｽｰﾌﾟ

みそ汁(なめこ､ねぎ) コーヒーゼリー

牛丼 炒め卵ﾁｬｰﾊﾝ（ｴﾋﾞ入り） ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

マカロニサラダ 焼ぎょうざ さばの葱みそ焼き とり肉のしょうが煮 しいらの蒲焼き 五目卵焼き かじきのｿﾃｰ　ﾄﾏﾄｿｰｽ

鉄分入り玉子ボーロ 中華スープ２ くずし豆腐とｵｸﾗの和えもの アスパラガスのサラダ 海草サラダ もやしのナムル ﾌﾞﾛｯｺﾘ-の胡麻辛子和え

里芋とイカの煮物 玉葱の卵とじ さつま芋の甘辛煮 ジャーマンポテト 鶏レバ－の甘辛煮

9月25日(日) 9月26日(月) 9月27日(火) 9月28日(水) 9月29日(木) 9月30日(金)

バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯 バタ－ロ－ルパン バタ－ロ－ルパン ご飯

野菜ｼﾞｭｰｽ鉄分入り 牛乳 だし巻き卵 スパサラダ 牛乳 コンビオムレツ

フルーツヨ－グルト ハムサラダ みそ汁、漬物 ﾌﾟﾙｰﾝ鉄分のむﾖｰｸﾞﾙﾄｵﾌ ツナサラダ みそ汁、漬物

ご飯 ご飯 ﾂﾅとなめたけの炊き込みご飯 おにぎり ご飯 三色丼

鮭の照り焼き 筑前煮 とんぺい焼き きつねうどん 油淋鶏 柿のサラダ

小松菜のサラダ オクラのゆかり和え ほうれん草サラダ 温泉卵 大根サラダ 沢煮椀

豚　汁 トマト入りにら玉 すまし汁（そうめん） 三色浸し 厚揚げとｷｬﾍﾞﾂの味噌炒め

五目チャーハン ご飯 ご飯 ご飯 ご飯 ご飯

シュ－マイ ブリ大根 大根と鶏肉の味噌煮 豚肉と豆腐のごまダレ煮 魚の蒲焼き さわらの西京焼き

ｱｽﾊﾟﾗとｼﾒｼﾞﾉｽｰﾌﾟ 高野豆腐の中華クリーム煮 ｺｰﾝサラダ 切干大根のマヨはりはり 春雨と胡瓜の酢の物 枝豆さらだ

ほうれん草のお浸し キャベツの炒め物 青梗菜の炒め物 かぼちゃのそぼろ煮 えのき茸のﾍﾞｰｺﾝ炒め
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