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ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん 中華スープ あさりご飯　　清汁　　柿 ごはん 味噌汁 ごはん　　　コンソメスープ ごはん 味噌汁 カレーライス　コンソメスープ

たらの生姜醬油焼き 鶏肉のユーリンチー風 さばの竜田揚げ(おろしあんかけ) 白菜の中華煮　フルーツ缶 手作りオムレツ シーフードの中華炒め れんこんのサラダ

じゃが芋の洋風炒め 春雨サラダ 　　黄桃缶 ほうれん草のごま酢和え スナップエンドウの和え物 青梗菜の和え物　白桃缶 白菜のごま和え　フルーチェ 福神漬け　みかん缶

エネルギー 571Kcal たんぱく質 21.7g エネルギー 555Kcal たんぱく質 23.7g エネルギー 594Kcal たんぱく質 24.4g エネルギー 581Kcal たんぱく質 17.7g エネルギー 618Kcal たんぱく質 19.9g エネルギー 559Kcal たんぱく質 22.7g エネルギー 636Kcal たんぱく質 17.4g

脂質 14.1g 炭水化物 93.8g 脂質 9.3g 炭水化物 94.8g 脂質 19.9g 炭水化物 83.6g 脂質 15.3g 炭水化物 97.5g 脂質 19.0g 炭水化物 95.9g 脂質 13.8g 炭水化物 96.1g 脂質 18.3g 炭水化物 106.3g

塩分 2.5g 塩分 3.0g 塩分 2.8g 塩分 2.3g 塩分 2.0g 塩分 2.8g 塩分 3.2g

ごはん 味噌汁 肉あんかけうどん ごはん　味噌汁　パイン缶 ごはん　味噌汁　白桃缶 ごはん　味噌汁　りんご缶 ごはん　味噌汁　みかん缶 ごはん　味噌汁　黄桃ヨーグルト

さわらの菜種焼き 　　or玉子あんかけうどん さわらの幽庵焼き 豆腐ステーキ(きのこソース) ハンバーグ(デミグラスソース) 桜えび入り卵焼き 豚肉のにんにく醤油炒め

小松菜の和え物　黄桃缶 えび焼売 フルーツ缶 切り干し大根の煮物 かぼちゃの炒め物 スナップエンドウの和え物 ごぼうの甘辛炒め わかめサラダ　

エネルギー 559Kcal たんぱく質 24.9g エネルギー 912Kcal たんぱく質 36.2g エネルギー 526Kcal たんぱく質 22.4g エネルギー 674Kcal たんぱく質 19.3g エネルギー 575Kcal たんぱく質 19.2g エネルギー 567Kcal たんぱく質 19.7g エネルギー 617Kcal たんぱく質 20.3g

脂質 15.1g 炭水化物 85.3g 脂質 21.2g 炭水化物 147.3g 脂質 9.6g 炭水化物 90.0g 脂質 19.7g 炭水化物 108.0g 脂質 14.9g 炭水化物 94.0g 脂質 12.2g 炭水化物 97.6g 脂質 15.4g 炭水化物 101.8g

塩分 2.3g 塩分 5.0g 塩分 2.5g 塩分 2.4g 塩分 3.0g 塩分 2.5g 塩分 2.4g

ごはん(ふりかけ) サンドイッチ ごはん 中華スープ ごはん 　　コンソメスープ ねぎ塩豚 味噌汁 ごはん　味噌汁　黄桃缶 ごはん 　コンソメスープ

寄せ鍋 　　　　フルーツ缶 肉団子と野菜のポトフ あじのチリソース メンチカツor白身魚フライ ほうれん草の磯辺和え 白身魚のムニエル じゃが芋のクリーム煮

さつま芋のサラダ もやしの和え物　パイン缶 れんこんサラダ　白桃缶 菜の花のなめ茸和え　りんご缶 甘酢生姜 みかん缶 キャベツの生姜炒め ほうれん草の和え物　パイン缶

エネルギー 599Kcal たんぱく質 20.4g エネルギー 563Kcal たんぱく質 18.8g エネルギー 607Kcal たんぱく質 21.8g エネルギー 715Kcal たんぱく質 23.0g エネルギー 618Kcal たんぱく質 21.9g エネルギー 500Kcal たんぱく質 19.0g エネルギー 628Kcal たんぱく質 19.4g

脂質 15.1g 炭水化物 99.3g 脂質 19.6g 炭水化物 84.5g 脂質 13.3g 炭水化物 104.3g 脂質 22.5g 炭水化物 108.9g 脂質 19.9g 炭水化物 89.8g 脂質 9.8g 炭水化物 86.4g 脂質 15.6g 炭水化物 105.6g

塩分 1.7g 塩分 2.6g 塩分 2.1g 塩分 3.3g 塩分 3.0g 塩分 2.3g 塩分 3.0g

かにあんかけチャーハン ハヤシライス ごはん　味噌汁　フルーチェ けんちんそば ごはん 味噌汁 ごはん 中華スープ なすと挽肉の甘みそ丼

中華スープ コンソメスープ　白桃缶　 白身魚の南蛮漬け ポテトサラダ あじの粕漬け焼き 豆腐のそぼろ煮 or深川丼　　コンソメスープ

菜の花の和え物　りんご缶 レンコンの和え物 白菜のごま和え みかん缶 大根の香味炒め　黄桃缶 春雨サラダ パイン缶 菜の花の和え物　フルーツ缶

エネルギー 542Kcal たんぱく質 15.1g エネルギー 607Kcal たんぱく質 15.7g エネルギー 575Kcal たんぱく質 23.2g エネルギー 594Kcal たんぱく質 22.7g エネルギー 617Kcal たんぱく質 23.8g エネルギー 544Kcal たんぱく質 19.1g エネルギー 991Kcal たんぱく質 33.1g

脂質 15.1g 炭水化物 89.0g 脂質 16.8g 炭水化物 101.3g 脂質 10.3g 炭水化物 101.1g 脂質 19.7g 炭水化物 83.5g 脂質 15.9g 炭水化物 97.4g 脂質 12.8g 炭水化物 91.1g 脂質 23.7g 炭水化物 165.5g

塩分 2.2g 塩分 2.7g 塩分 2.9g 塩分 2.9g 塩分 2.8g 塩分 2.5g 塩分 3.3g

ごはん　味噌汁　白桃缶 ごはん 味噌汁 　　　　◇◆お知らせ◇◆ 〈選択メニュー〉
鶏肉のソテー（タルタルソース） 肉豆腐 　　　りんご缶       〈行事食〉 　９日　肉あんかけうどんor玉子あんかけうどん
スナップエンドウの梅和え ほうれん草のごま和え 3日　文化の日 １８日　メンチカツ or 白魚身フライ　

　　　 ２８日　なすと挽肉の甘みそ丼or深川丼
エネルギー 621Kcal たんぱく質 26.0g エネルギー 576Kcal たんぱく質 24.3g

脂質 18.7g 炭水化物 90.4g 脂質 14.7g 炭水化物 89.8g

塩分 2.1g 塩分 2.6g
    都合により献立を変更することがございます。

おやつ：ゆずゼリー

おやつ：バナナスペシャル

おやつ：プチパンケーキ

29日

22日

火曜日

おやつ：いちごスペシャル

火曜日 23日 水曜日

30日 水曜日

24日

おやつ：ロールちゃん(ホイップ)おやつ：マロン＆マロン

9日

おやつ：りんごケーキおやつ：薄皮チョコパンおやつ：抹茶ゼリー(あずきソース)

水曜日 10日 13日12日 土曜日木曜日

土曜日

11日 金曜日

木曜日 19日18日 金曜日

おやつ：プチパンケーキ

     おやつバイキングおやつ：薄皮あんぱん(こしあん)おやつ：やわらかシフォンケーキおやつ：レーズンケーキおやつ：コーヒーゼリーおやつ：薄皮あんぱん(こしあん)おやつ：駄菓子

8日 火曜日

15日

11月献立表
        せせらぎ女池

1日 火曜日 2日 水曜日 3日 木曜日 4日 金曜日 7日 月曜日5日 土曜日 6日 日曜日

おやつ：駄菓子おやつ：スイスロール

おやつ：やわらかシフォンケーキ

金曜日

おやつレク おやつ：いちごスペシャル

おやつ：マロン＆マロン

日曜日

26日

おやつ：ぶどうゼリーおやつ：ロールちゃん(ホイップ)

木曜日 25日

日曜日20日

月曜日

おやつ：ココアプリン

月曜日28日

おやつ：薄皮ピーナッツパン

21日 月曜日

14日

おやつ：ホットケーキサンド

火曜日 水曜日 17日16日

おやつ：カステラ

土曜日 27日 日曜日

おやつ：パウンドケーキ


