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ごはん 味噌汁 ごはん　味噌汁　白桃缶 ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん 味噌汁 五目にゅう麺 ごはん 中華スープ ごはん(ふりかけ)　

五目卵焼き　　キウイ さばの七味焼き 鶏肉の梅照り焼き かに玉あんかけ かき揚げにゅう麺 酢鶏 味噌汁　　桜エビ入り卵蒸し

ジャーマンかぼちゃ ビーフンの炒め物 青梗菜の洋風炒め 山菜の煮物　フルーツ缶 かぼちゃサラダ　黄桃缶 春雨サラダ みかん缶 青梗菜の和え物　りんご缶

エネルギー 562Kcal たんぱく質 20.3g エネルギー 612Kcal たんぱく質 24.6g エネルギー 648Kcal たんぱく質 21.4g エネルギー 572Kcal たんぱく質 21.8g エネルギー 958Kcal たんぱく質 26.0g エネルギー 604Kcal たんぱく質 18.8g エネルギー 543Kcal たんぱく質 20.3g

脂質 18.3g 炭水化物 84.0g 脂質 16.6g 炭水化物 95.7g 脂質 22.9g 炭水化物 92.3g 脂質 9.9g 炭水化物 102.0g 脂質 22.2g 炭水化物 164.2g 脂質 12.4g 炭水化物 105.6g 脂質 9.0g 炭水化物 96.5g

塩分 2.2g 塩分 2.3g 塩分 2.7g 塩分 3.0g 塩分 3.0g 塩分 3.5g 塩分 3.5g

ハヤシライス ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん 味噌汁 ごはん　味噌汁　黄桃缶 ごはん　　　コンソメスープ 鮭or鶏そぼろの三色丼 ごはん(ふりかけ)　味噌汁　

コンソメスープ さわらの野菜あんかけ さばの竜田揚げ 豆腐のカレー煮 ミートローフ風 清汁 コールスローサラダ アジフライ(トマトソース)

わかめサラダ　　白桃缶 ほうれん草のナムル ごぼうサラダ 　みかん缶 白菜の青のり和え 春菊の和え物　りんご缶 フルーツ缶 青梗菜のポン酢和え　白桃缶

エネルギー 593Kcal たんぱく質 17.3g エネルギー 524Kcal たんぱく質 23.5g エネルギー 586Kcal たんぱく質 20.9g エネルギー 638Kcal たんぱく質 22.0g エネルギー 662Kcal たんぱく質 22.4g エネルギー 970Kcal たんぱく質 37.6g エネルギー 581Kcal たんぱく質 18.4g

脂質 18.7g 炭水化物 91.9g 脂質 12.4g 炭水化物 83.1g 脂質 20.9g 炭水化物 85.5g 脂質 16.7g 炭水化物 105.7g 脂質 16.5g 炭水化物 111.4g 脂質 31.6g 炭水化物 138.7g 脂質 12.9g 炭水化物 99.5g

塩分 2.9g 塩分 2.6g 塩分 2.1g 塩分 2.5g 塩分 1.6g 塩分 2.9g 塩分 3.2g

ポークカレー　コンソメスープ ごはん 味噌汁 ごはん　　　コンソメスープ ごはん　味噌汁　みかん缶 赤飯 清汁 巨峰 ごはん 味噌汁 ごはん 味噌汁

海藻サラダ 豆腐ステーキ(きのこソース) 煮込みハンバーグ アジのムニエル(マスタードソース) 天ぷら盛り合わせ さばの幽庵焼き　白桃缶 鶏肉の照り焼き(クリームソース)

福神漬け パイン缶 菜の花の和え物　りんご缶 キャベツの炒め物　黄桃缶 かぼちゃの洋風炒め ほうれん草のごま和え ジャーマンかぼちゃ ひじきサラダ　フルーツ缶

エネルギー 588Kcal たんぱく質 16.8g エネルギー 530Kcal たんぱく質 20.1g エネルギー 632Kcal たんぱく質 18.9g エネルギー 636Kcal たんぱく質 24.7g エネルギー 646Kcal たんぱく質 22.2g エネルギー 638Kcal たんぱく質 25.2g エネルギー 603Kcal たんぱく質 25.3g

脂質 17.5g 炭水化物 96.6g 脂質 11.1g 炭水化物 91.1g 脂質 18.6g 炭水化物 98.5g 脂質 20.0g 炭水化物 93.1g 脂質 19.4g 炭水化物 97.2g 脂質 24.5g 炭水化物 85.3g 脂質 12.3g 炭水化物 101.2g

塩分 3.5g 塩分 2.5g 塩分 2.1g 塩分 2.4g 塩分 2.7g 塩分 2.7g 塩分 1.9g

ごはん 味噌汁 月見うどん カレーライス　コンソメスープ ごはん 中華スープ サンドイッチ　みかん缶 ごはん　味噌汁　黄桃缶 ごはん 清汁

肉じゃが じゃが芋の野菜炒め 海藻サラダ かに玉あんかけ 肉団子のトマトスープ 白身魚の野菜あんかけ たらor鶏肉の味噌田楽

ごぼうサラダ 　りんご缶 梨 福神漬け パイン缶 春雨サラダ　　フルーツ缶 和風スパゲティサラダ カリフラワーのごま和え オクラの梅和え　りんご缶

エネルギー 613Kcal たんぱく質 17.4g エネルギー 619Kcal たんぱく質 25.0g エネルギー 595Kcal たんぱく質 16.2g エネルギー 522Kcal たんぱく質 18.4g エネルギー 641Kcal たんぱく質 22.4g エネルギー 511Kcal たんぱく質 22.7g エネルギー 565Kcal たんぱく質 33.1g

脂質 18.5g 炭水化物 99.3g 脂質 18.6g 炭水化物 93.9g 脂質 15.7g 炭水化物 103.3g 脂質 7.7g 炭水化物 96.1g 脂質 21.3g 炭水化物 97.6g 脂質 7.6g 炭水化物 89.8g 脂質 8.3g 炭水化物 92.9g

塩分 2.2g 塩分 3.0g 塩分 3.7g 塩分 3.8g 塩分 2.3g 塩分 2.3g 塩分 2.9g

ごはん 　　コンソメスープ ごはん(ふりかけ)　味噌汁 　　　　◇◆お知らせ◇◆ 〈選択メニュー〉
白身魚のフライ(タルタルソース) 卵蒸し 　　　白桃缶 　　　　〈行事食〉   5日 五目にゅう麺 or かきあげにゅう麺
ひじきサラダ 　みかん缶 ほうれん草の白和え 19日 敬老の日 13日 鶏そぼろの三色丼 or 鮭そぼろの三色丼

23日 秋分の日 28日 たらの味噌田楽or鶏肉の味噌田楽
エネルギー 593Kcal たんぱく質 17.1g エネルギー 659Kcal たんぱく質 22.2g

脂質 18.1g 炭水化物 93.0g 脂質 20.0g 炭水化物 100.8g

塩分 1.5g 塩分 3.0g

29日

おやつ：ロールちゃん(ホイップ)

 　　　都合により献立を変更することがございます。

30日

おやつ：マーラーカオ

おやつ：オレンジゼリー

金曜日

23日 金曜日

おやつ：マロン＆マロン

おやつ：ぶどうゼリー

おやつ：いちごスペシャル

22日

木曜日

おやつ：いちごゼリー

木曜日

おやつ：牛乳ゼリー

おやつ：薄皮ピーナッツパン

9日

おやつ：ゆずゼリーおやつ：スイスロール

日曜日

11日10日 日曜日金曜日 土曜日

おやつレク

日曜日

おやつ：マロン＆マロン

20日

13日12日

おやつ：薄皮チョコレートパン

月曜日土曜日 19日18日

おやつ：駄菓子おやつ：ホットケーキサンドおやつ：黒糖ゼリーおやつ：ロールちゃん(チョコ)おやつ：抹茶ゼリーおやつ：やわらかシフォンケーキ

15日

9月献立表
せせらぎ女池

1日 木曜日 2日 金曜日 3日 土曜日

おやつ：マスカットゼリー

火曜日

24日

4日 日曜日 7日

木曜日

おやつ：薄皮クリームパン

木曜日

17日

水曜日5日 月曜日 6日 火曜日

水曜日

14日月曜日

おやつ：薄皮あんぱん(こしあん)おやつ：カステラケーキ(手作り)

水曜日28日

おやつ：マーブル蒸しパン(手作り)

21日

おやつ：パウンドケーキ(手作り)

火曜日

26日

おやつ：ホットケーキサンドおやつ：マロンパフェ

16日

おやつ：コーヒーゼリー

8日

おやつ：駄菓子

月曜日 27日 火曜日

水曜日

土曜日 25日

金曜日


