
メモ

ごはん ヨーグルトレーズンケーキ 米 じゃが芋 生鮭 牛乳 きゅうり レーズン

1 鮭フライ フルーツ パン粉 バター 卵 ワカメ 果物

15 酢の物 牛乳 小麦粉 砂糖 みそ 菊花

29 みそ汁 油 ヨーグルト 小松菜

天然こうぼパン 鮭おにぎり パン 豚肉 人参 きゅうり 果物

2 ポトフ フルーツ じゃが芋 甘塩鮭 玉ねぎ レタス

16 コーンサラダ 延命茶 油 きゃべつ のり

30 コーン缶 トマト

３日　くりごはん 豆乳ドーナツ 米 砂糖 油揚げ みそ くり ピーマン

3 17,31日　まいたけごはん フルーツ もち米 豚肉 ねぎ まいたけ

17 レンコンきんぴら 延命茶 油 豆腐 なす れんこん

31 みそ汁 小麦粉 豆乳 人参 果物

ワカメごはん スイートポテト 米 バター がんも かぶ ブロッコリー

4 がんも煮 フルーツ 油 みそ 人参 かぼちゃ

18 ブロッコリーソテー 牛乳 さつま芋 卵 しめじ 玉ねぎ

みそ汁 砂糖 牛乳 小松菜 果物

ほうとううどん いちごジャムサンド うどん 豚肉 しめじ チンゲン菜

5 チンゲン菜とツナのソテー フルーツ 油 ツナ缶 ねぎ 果物

19 牛乳 ロールパン 牛乳 かぼちゃ

いちごジャム いんげん

ビビンバ風丼 大学芋 米 はちみつ 牛肉 ねぎ 大根

7 大根の煮物 フルーツ ゴマ 油揚げ もやし 白菜

21 みそ汁 延命茶 油 みそ 人参 しめじ

さつま芋 ワカメ 果物

ごはん ミニピザ 米 さば 牛乳 人参 果物

サバの塩焼き フルーツ 油 たらこ ハム ねぎ

人参のたらこいため 牛乳 里芋 みそ 玉ねぎ

みそ汁 ギョーザの皮 チーズ ピーマン

カレーライス 五平もち 米 砂糖 豚肉 玉ねぎ 果物

9 コールスローサラダ フルーツ 油 じゃが芋 みそ 人参

23 延命茶 くるみ カレールゥ きゃべつ

ゴマ レーズン

ごはん じゃが丸君 米 小麦粉 カレイ ニラ チンゲン菜

10 魚のゴマみそ焼き フルーツ ゴマ みそ しめじ えのき

24 ニラの卵とじ 延命茶 じゃが芋 卵 もやし 果物

みそ汁 油 ツナ缶 大根

しらすごはん ゴマクッキー 米 小麦粉 卵 とり肉 人参 果物

11 とり肉と大豆の揚げ煮 フルーツ ゴマ さつま芋 大豆 牛乳 きゃべつ

25 みそ汁 牛乳 油 バター みそ えのき

砂糖 しらす干し 小松菜

スパゲティミートソース マーマレードサンド スパゲティ 合いびき肉 玉ねぎ トマト

12 野菜サラダ フルーツ 油 牛乳 人参 ブロッコリー

26 牛乳 ロールパン レタス 果物

マーマレード きゅうり

ごはん お好み焼き 米 小麦粉 いわし 梅干し サラダ菜

イワシの梅煮 フルーツ 山芋 マヨネーズ ホタテ缶 大根 果物

大根サラダ 延命茶 小麦粉 みそ ねぎ

みそ汁 油 豚肉 きゃべつ
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