
　平成30年度
献立名 エネルギー たんぱく質 主に体をつくる食品 主に熱や力になる食品 主に調子を整える食品

日 曜 主食 飲み物  お  か  ず Kcal g 赤色 黄色 緑色
ごはん 夏のさわやか手巻き寿司 牛乳　鶏肉　焼きのり 精白米　三温糖　黒ごま みょうが　しょうが　にんじん

手作りがんもどき 707 28.8 ひじき　大豆　押し豆腐 でんぷん　米ぬか油 椎茸　えのき　ねぎ
すまし汁 おから　たまご　わかめ ごま油　白ごま ほうれんそう

十五穀米 チキンカレー 牛乳　鶏肉 精白米　押麦　油　小麦粉 しょうが　にんにく　人参
しゃきしゃきサラダ じゃがいも　白ごま 玉ねぎ　りんご　トマト缶　ケチャップ

もやし　キャベツ　おかひじき

麦ごはん ヘルシー酢豚 牛乳　豚肉　高野豆腐 精白米　押麦　でんぷん　油 しょうが　人参　ピーマン　筍

春雨スープ 鶏肉 白ざら糖　春雨 椎茸　玉ねぎ　ねぎ　もやし

氷砂糖　ごま油　米ぬか油 ｹﾁｬｯﾌﾟ
麦ごはん ビビンバの具 牛乳　豚肉　ツナ　鶏肉 精白米　三温糖　ごま油　油 にんにく　しょうが　小松菜　玉ねぎ

なすのピリ辛和え たまご 白ごま　でんぷん 大根　人参　なす　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　ｺｰﾝ

中華風スープ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ　もやし　万能ねぎ

カリカリサラダ 牛乳　無塩せきﾍﾞｰｺﾝ スパゲティ　油　じゃがいも 玉ねぎ　人参　ピーマン　なす

白花豆のケーキ たまご　白花豆 米ぬか油　オリーブ油 ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　ｹﾁｬｯﾌﾟ　キャベツ

生クリーム バター　三温糖　小麦粉 にんじん　小松菜

麦ごはん ますのみょうが焼き 牛乳　ます　白みそ　木綿豆腐 精白米　押麦　じゃがいも みょうが　もやし　小松菜

おひたし 650 33.0 かつお節 こんにゃく　油 人参　ごぼう　大根　ねぎ　しょうが

けんちん汁
麦ごはん 豚肉のおろし丼 牛乳　豚肉　絹豆腐　油揚げ 精白米　押麦　米ぬか油 しょうが　大根　万能ねぎ　小松菜

みそ汁 八丁みそ　赤みそ　 でんぷん　三温糖　上白糖 みかん缶　パイン缶　りんご缶

とうがんポンチ 白ごま とうがん
中華和え 牛乳　豚肉　鶏肉 蒸し中華麺　油　ごま油　春雨 キムチ　人参　もやし　キャベツ

とうがんのとろーり汁 わかめ 三温糖　白ごま　でんぷん 万能ねぎ　大根　小松菜
椎茸　とうがん　しょうが

麦ごはん 生揚げのピザ風焼き 牛乳　生揚げ　無塩せきﾍﾞｰｺﾝ 精白米　油　オリーブ油 玉ねぎ　ピーマン　ケチャップ

鉄分たっぷりサラダ 822 31.0 チーズ　ひじき　 ごま油　マカロニ 人参　コーン　小松菜

ABCスープ ちりめんじゃこ　ｳｲﾝﾅｰ いんげん　にんにく
バターロール ポテトグラタン 牛乳　ウインナー　生クリーム バターロール　油　バター 玉ねぎ　ｺｰﾝ　いんげん　ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ

具だくさんミネストローネ 799 27.3 チーズ　無塩せきﾍﾞｰｺﾝ 小麦粉　パン粉　じゃがいも にんにく　セロリ にんじん

巨峰（２） パセリ　 巨峰

麦ごはん ピーマンの肉詰めフライ 牛乳　豚肉　チーズ 精白米　小麦粉　パン粉 ピーマン　玉ねぎ　キャベツ

ボイルキャベツ 728 26.8 たまご　鶏肉　油揚げ 米ぬか油　油 ごぼう　人参　大根
五目みそ汁 白みそ 万能ねぎ

麦ごはん 鶏肉の香味たれ焼き 牛乳　鶏肉　たまご　 精白米　押麦　三温糖 ねぎ　にんにく　きゅうり　たくあん

かくや ごま油　でんぷん　白ごま 人参　にら

にらたまスープ

17 月
きなこ揚げパン ジャーマンポテト 牛乳　きなこ　豚肉 コッペパン　米ぬか油　三温糖 玉ねぎ　パセリ　人参　

野菜たっぷりスープ 735 29.2 無塩せきﾍﾞｰｺﾝ　ヨーグルト じゃがいも　油 セロリ　ｺｰﾝ　小松菜　キャベツ

ヨーグルト
地粉うどん きつねうどんの汁 牛乳　鶏肉　油揚げ 地粉うどん　三温糖　米ぬか油 しょうが　玉ねぎ　人参　小松菜

ごぼうのから揚げ 758 30.2 でんぷん　白ごま ねぎ　ごぼう　もやし　いんげん

野菜の胡麻醤油和え えのき
鯖の香り揚げ 牛乳　鶏肉　油揚げ　さば 精白米　さつまいも　油 人参　椎茸　しめじ　しょうが

切干大根の煮つけ 799 29.2 木綿豆腐　わかめ でんぷん　米ぬか油 にんにく　ねぎ　切干大根　大根

みそ汁 白みそ 三温糖　ごま油
麦ごはん ﾋﾞﾀﾐﾝたっぷり夏そぼろ 牛乳　豚肉　赤みそ 精白米　三温糖　油 にがうり　黄ﾋﾟｰﾏﾝ　しょうが

糸寒天のサラダ 773 29.8 わかめ　もずく　鶏肉 ごま油　白ごま　でんぷん にんにく　人参　キャベツ
もずくのスープ 木綿豆腐 ねぎ　玉ねぎ

24 月

豆麩のみそ汁 牛乳　油揚げ　絹ごし豆腐 精白米　里芋　三温糖 しめじ　万能ねぎ　えのき

手作りみたらし団子 焼き麩　白玉粉　でんぷん みつば　小松菜

麦ごはん あじの生姜あんかけ 牛乳　あじ　油揚げ　木綿豆腐 精白米　押麦　三温糖 しょうが　キャベツ　梅干し

きゃべつのさっぱり和え 654 32.7 白みそ　かつお節 でんぷん　こんにゃく しめじ　人参　ごぼう　ねぎ

みそ汁 里芋
麦ごはん ヘルシーハンバーグ 牛乳　豚肉　大豆　押し豆腐 精白米　押麦　油　焼き麩 玉ねぎ　人参　切干大根　もやし

野菜の胡麻和え 豆乳　油揚げ　白みそ パン粉　三温糖　白ごま ほうれんそう　なめこ　大根

なめこのみそ汁 たまご こんにゃく ねぎ　ケチャップ
ﾊﾞﾀｰﾗｲｽ ハッシュドポーク 牛乳　豚肉　豆乳　ツナ 精白米　バター　油 パセリ　玉ねぎ　にんにく　

ツナサラダ 小麦粉　三温糖　白ごま 人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ケチャップ
ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ　ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ　大根　キャベツ
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８月の引き落としのお知らせ

第一回・8月 9日(水)
第二回・8月２０日(月)

川口信用金庫からお引き落しいたします。
引き落としがあるので注意してください。

９月の引き落としのお知らせ

第一回・9月１０日(月)
第二回・9月２０日(木)

川口信用金庫からお引き落しいたします。
残高のご確認よろしくお願い致します。


