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ドライカレー 沖縄風くずもち 米 くず粉 合いびき肉 玉ねぎ レーズン 果物

1 ツナサラダ 煮干し 油 きなこ 人参 きゃべつ

29 フルーツ 黒糖 煮干し いんげん きゅうり

延命茶 くるみ ツナ缶 コーン トマト

サバそぼろごはん ピザポテト 米 サバ缶 チーズ ねぎ ピーマン

2 厚揚げのみそ炒め フルーツ じゃが芋 厚揚げ 牛乳 人参 小松菜

16 みそ汁 延命茶 油 みそ ふ きゃべつ 干しシイタケ

30 ハム えのき 果物

天然こうぼパン 鮭おにぎり パン 大豆 人参 きゅうり

3 ミネストローネ フルーツ 米 豚肉 玉ねぎ 焼きのり

17 ポテトサラダ 延命茶 じゃが芋 ハム キャベツ 果物

31 油 甘塩鮭 トマト缶

ごはん ゆでとうもろこし 米 とり肉 キャベツ チンゲン菜

4 チキンカツ フルーツ パン粉 卵 トマト とうもろこし

18 トマト　せんきゃべつ 延命茶 小麦粉 みそ しめじ 果物

みそ汁 油 かぼちゃ

ごはん おからケーキ 米 鮭 牛乳 オクラ 果物

5 鮭のパン粉焼き フルーツ パン粉 ツナ缶 みそ パプリカ

19 オクラの和風マリネ 牛乳 油 おから なす

みそ汁 さつま芋 卵 ねぎ

ナスとトマトのスパゲティ ジャムサンド 油 いちごジャム ベーコン なす レタス

6 豆腐サラダ フルーツ ゴマ 豆腐 トマト ワカメ

20 牛乳 スパゲティ 牛乳 玉ねぎ 果物

ロールパン しめじ

七夕そうめん チャーハン そうめん 卵 (油揚げ) きゅうり なす 果物 ２２日は

8 ブリのてりやき フルーツ (米) ぶり ロースハム トマト 玉ねぎ ごはんと

22 かぼちゃの煮物 延命茶 油 豚ひき肉 かぼちゃ ピーマン みそ汁に

みそ オクラ 干しシイタケ なります

ごはん コーンフレーク 米 大豆 しらす干し ごぼう なめこ

9 大豆のかき揚げ 牛乳 小麦粉 みそ 牛乳 みつば ワカメ

23 酢の物 フルーツ 油 豆腐 人参 果物

みそ汁 コーンフレーク 桜エビ きゅうり

納豆みそごはん フルーツサンド 米 みそ 高野豆腐 ねぎ フルーツ缶

10 高野豆腐の卵とじ いり大豆 油 卵 豚ひき肉 ニラ

24 みそ汁 延命茶 じゃが芋 いり大豆 豆乳ホイップ しめじ

ロールパン ひきわり納豆 チンゲン菜

ごはん りんごゼリー 米 豚ひき肉 玉ねぎ トマト 果物

11 マーボーなす フルーツ 油 みそ なす もやし

25 和風サラダ せんべい 砂糖 きゅうり きゃべつ

みそ汁 延命茶 せんべい ワカメ しめじ

ごはん じゃこおやき 米 豆腐 牛乳 ねぎ 芽ひじき

12 ぎせい豆腐 フルーツ ゴマ 卵 人参 青のり

26 はりはり漬け １２日　延命茶 油 みそ えのき 干しシイタケ

みそ汁 ２６日　牛乳 しらす干し とうがん 果物

冷やしうどん マーマレードサンド うどん ハム あさつき 果物

13 柳川とじ フルーツ 卵 卵 ごぼう

27 牛乳 ロールパン 鶏ひき肉 人参

マーマレード 牛乳 さや
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