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タコライス　かぼちゃサラダ せんべい　ミニゼリー 合挽き肉　ﾁｰｽﾞ　卵 白米　春雨　ﾏﾖﾈｰｽﾞ 人参　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾚﾀｽ

春雨スープ　果物 牛乳 牛乳 ﾄﾏﾄ　南瓜　白菜　ﾆﾗ　果物

炊き込みごはん　揚げ出し豆腐 お好み焼き ﾂﾅ　木綿豆腐　赤魚 白米　ｺﾝﾆｬｸ　長芋 人参　大根　ｺﾞﾎﾞｳ　果物

魚汁　果物 牛乳 桜えび　卵　牛乳 小麦粉　油 干ｼｲﾀｹ　冬瓜　ﾌｰﾁﾊﾞｰ

鶏丼　わかめときゅうりの和え物 レーズンケーキ 鶏肉　卵　ｶﾆかま 白米　油　ﾊﾞﾀｰ 人参　玉ねぎ　ﾈｷﾞ　果物

豆腐のみそ汁　果物 牛乳 ﾜｶﾒ　厚揚げ　牛乳 砂糖　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 長ﾈｷﾞ きゅうり  ﾋﾟｰﾏﾝ  ﾚ-ｽﾞﾝ

あわごはん　魚の照り焼き　果物 ほうれん草のﾎｯﾄｹｰｷ 赤魚　豚肉　油揚げ　卵 白米　砂糖　油　 人参　玉ねぎ　ｼﾒｼﾞ　果物

チンゲン菜ときのこの炒め　キャベツのみそ汁 牛乳 ｳｲﾝﾅｰ　牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ﾁﾝｹﾞﾝ菜　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾎｳﾚﾝ草

　麦ごはん　うじら豆腐 かぼちゃのﾁｰｽﾞ蒸しﾊﾟﾝ 魚のすり身　木綿豆腐 白米　押し麦　ごま　ﾊﾞﾀｰ 人参 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 南瓜

甘酢和え　なめこ汁　果物 牛乳 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　ひじき　牛乳 砂糖　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 小松菜　なめこ　果物

【運動会応援献立】ファイト一発‼カツカレー カップケーキ 豚肉　ﾜｶﾒ 白米　じゃが芋　小麦粉　油人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

コ-ルスロ-サラダ わかめスープ　果物 牛乳 牛乳　卵 ﾊﾟﾝ粉　 長ネギ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり　

焼きそば　きゅうりと大根の浅漬け 鮭おにぎり 豚肉　ｱｰｻ　絹ごし豆腐 焼きそば麺　油 人参 玉ねぎ ﾋﾟ-ﾏﾝ ｷｬﾍﾞﾂ

豆腐とアーサのすまし汁　果物 お茶 鮭　 白米 きゅうり 大根　ﾈｷﾞ　果物

【ｶﾐｶﾐ献立】玄米ごはん　野菜の肉巻き くずもち 豚肉　枝豆　とろろ昆布 白米　玄米　しらたき 人参　ｲﾝｹﾞﾝ　ｺﾞﾎﾞｳ　ニラ

きんぴらごぼう　とろろ昆布のすまし汁　果物 牛乳 絹ごし豆腐 きな粉　牛乳 砂糖　芋くず　黒糖粉 ﾈｷﾞ　果物　

ごはん　和風ハンバーグ　 フルーツゼリー 合挽き肉　卵　 白米　ﾊﾟﾝ粉　油　ごま　 人参　玉ねぎ　大根

白和え　コンソメスープ　果物 牛乳 木綿豆腐　牛乳　 ｺｰﾝ　 ほうれん草 小松菜　果物

あわごはん　鮭のみぞれ煮　 ポンデケージョ 鮭　ﾜｶﾒ　豚ﾐﾝﾁ　 白米　あわ　かたくり粉　油 玉ねぎ　大根　ｼﾒｼﾞ　

冬瓜の煮物　わかめのみそ汁　果物 牛乳 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　牛乳　チーズ ｸﾗｯｶｰ　小麦粉 ﾈｷﾞ　果物

ごはん　ドライカレー ウエハース　チーズ 豚ﾐﾝﾁ　卵　ﾁｰｽﾞ　 白米　じゃが芋 人参　玉ねぎ　ｼﾒｼﾞ

豆スープ　果物 牛乳 大豆　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ　牛乳 砂糖　ｳｴﾊｰｽ 果物
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みやび認定こども園     
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1 土

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金
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10 月

12 水 お　　　　弁　　　　当　　　　会お　　　　弁　　　　当　　　　会お　　　　弁　　　　当　　　　会お　　　　弁　　　　当　　　　会

11 火

8 土

13 木

14 金

15 土
豆スープ　果物 牛乳 大豆　ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞ　牛乳 砂糖　ｳｴﾊｰｽ 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】八穀米ごはん　鯖の竜田揚げ ロッククッキー 鯖　卵　豚肉　卵 白米　八穀米　車麩　ごま 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし

麩チャンプルー　そうめん汁　果物 牛乳 牛乳 そうめん  小麦粉 砂糖  ﾊﾞﾀｰ　 ﾈｷﾞ　果物

麦ごはん　チキンのケチャップ煮　 おやつパン 鶏ﾓﾓ肉　卵　木綿豆腐 白米　押し麦　ﾏｶﾛﾆ　ﾊﾞﾀｰ 人参　玉ねぎ　きゅうり

マカロニサラダ　けんちん汁　果物 牛乳 牛乳　チーズ ｺﾝﾆｬｸ　 大根　ﾚﾝｺﾝ　ﾈｷﾞ　果物

肉野菜そば　根菜の白和え ゆかりしらすおにぎり 鶏ﾓﾓ肉　木綿豆腐　枝豆 沖縄そば　油 人参　玉ねぎ　もやし　ﾆﾗ

果物 お茶 しらす 白米 ｺﾞﾎﾞｳ ﾚﾝｺﾝ 小松菜 果物

黒米ごはん　魚天ぷら　クーブイリチー お月見ぼーろ 赤魚　豚肉　昆布　枝豆 白米 黒米　小麦粉　油 人参　ｲﾝｹﾞﾝ　干ｼｲﾀｹ

手作りｼﾞｰﾏｰﾐ豆腐　イナムドゥチ　果物 牛乳 ｶｽﾃﾗｶﾏﾎﾞｺ　牛乳 ﾋﾟｰﾅｯﾂ　ﾀﾋﾟｵｶ粉　ｺﾝﾆｬｸ ﾈｷﾞ　果物

ごはん　カラフルマーボー豆腐 みかん寒天 豚ﾐﾝﾁ　木綿豆腐　ﾂﾅ　 白米　砂糖 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

　白菜スープ　果物 牛乳 牛乳　寒天 黄ﾋﾟｰﾏﾝ　大根　きゅうり

生姜焼き丼　中華和え 油みそおにぎり 豚肉　わかめ　ちくわ　卵 白米　　かたくり粉 人参　玉ねぎ　ﾋﾟｰﾏﾝ　

かきたま汁　果物 牛乳 牛乳　ツナ きゅうり ほうれん草 果物

かぼちゃのカレーライス　ツナサラダ フルーツヨーグルト 鶏肉　ﾂﾅ 白米　あわ　じゃが芋　ﾊﾞﾀｰ人参　玉ねぎ　南瓜　果物

もずくスープ　果物 クラッカー もずく　大豆　卵　牛乳 油　 ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり　黄ﾋﾟｰﾏﾝ

ごはん　魚の味噌漬け焼き おやつパン 赤魚　鶏ﾓﾓ肉　ゆし豆腐 白米　ｺﾝﾆｬｸ 人参　大根　ｲﾝｹﾞﾝ　ｺﾞﾎﾞｳ

筑前煮　ゆし豆腐　果物 牛乳 卵　牛乳 砂糖　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ﾈｷﾞ　ﾄﾏﾄ　果物

バースデーケーキ 合挽き肉　 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ｺｰﾝ　ﾊﾞﾀｰ 人参　玉ねぎ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　

牛乳 ﾂﾅ　卵　牛乳 ｵｰﾄﾐｰﾙ　砂糖　小麦粉 ｱｽﾊﾟﾗ　ﾊﾟﾊﾟｲﾔ　果物

ごはん　チキンクリームシチュー コーンフレーク 鶏ﾓﾓ肉　塩昆布 白米　押し麦　じゃが芋　砂糖 人参　玉ねぎ　きゅうり

野菜の塩昆布和え　果物 牛乳 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　牛乳　 ｼﾁｭｰﾙｰ 油 コーンフレーク　 キャベツ　果物

＊9月17日は敬老の日でお休みです。
＊9月24日は秋分の日の振替でお休みです。

土

18 火

19 水

20 木

21 金

22

28 金

29 土

※食材の都合により献立を変更する事があります。

お　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ー

25 火

26 水

27 木


