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五目きんびら すりご末（白）
さんまの日露意

9月1日（火） 1冬瓜のお味喰汁
麦ご飯 米、愛

9月2日�)
（ウ-クイ）

筑前烹 じ0がし＼も
かIぎちゃサラダ マヨネーズ（祁）

9月3日(;f:) Iゅし豆腐
雑穀米 米、 妥へ含び、 塁米
肉じ如が じ0がいも
もすく酢

9月4日（金） 1石狩汁
8米 米
高野豆蕊の酢豚 片要粉
きょうさ Jjl委粉

9月58（土） 1中華スープ
白米 米

9月68(8)

I 
白易魚とさのこのあんか19 片喪粉
ーロとんかつ /JI衰粉、バン粉

9月7800) 1大根のお味触汁
麦ご飯 米、 妥
ゼリ ー

豚肉と根菜の味喰炒め さつまデ、じゅがいら
ひじきとツナマヨサラダ マヨネーズ(9P)

9月8日（必 Iちくわのお吸い物 � (IJI細）
きびご飯 米しきび
ミートスパゲッティ ー 片聾粉
プロッコリ ーサラダ

9月9日は） Iオニオンスープ
廷 I」＼麦粉
カラフルもすく景 li票

マグロメンチカッ /JI迄粉、 バン名
9月10日(;!\) |各瓜のお味昭汁
（うsa-;,(＝ュー） 雑翫 米、 翠、 l!U、 罵米

骸肉とブロッコリーのトマト傭 じゃがいも
鶏しんじょう 片要柑

9月11日（金） I コー ンスープ 片要粉
きひご飯 米、 さび
経のちゃんちゃん焼き
肉団子

9月12日tt) お味砲汁
白米 米

9月13日（日）

テミハンバーグ 小愛粉（乳）
デリ風がまちでサラダ マヨネーズ（卵）

9月14日(F.I) I マカロニス ー プ マカロニ(IJI夏粉）
雑米 米、麦、 さび、累米
ふーチャンブルー 甦(JJI笈扮）
サーモンフライ I」1妥粉、バン紛

9月15日（火）

I
イナムドゥチ

（うらな一Xニュー） 白米 米

露肉、 か志ほこ傭・卯） こ忌う、 人●、 玉8さ、 Iiiぅn心こんにo<
さんほ（零）
味II!! C芍D氾擢ヴ（大豆） 冬瓜、 わかめ、 人答、万雑ねさ

ちくわ（魚） 冬瓜、 大、人参、 ごぽう、万能ねさ
大ホ療（穴） かi咋や 、 さゅうり、玉ねさ、 ひじき
珀（大 、 既疇（罵） アーサ

細 玉I!'、 人宝、 こんにゃく、こほう、 インゲン
花かつお（魚） もすく、 さゅうり 、 パパイヤ
も(Jl). 畑后11西 ． 曰は 大楼、 玉ねき、 キャペツ 、 万霰ねさ

豚肉、 高野豆属（大豆） 玉
ン
ねぎ。人0、 罹●、 ヤングコーン、 パブリ刀、 ピーマ

豚ミンチ （干ャペツ・ニラ）
季節の野

8身魚G) 玉さ、 人魯、 えのさ． しのじ、 イングン
函肉（乳•dll)
嘘”Cたl:l)、道這ワC) 大控�えのま、 人蛤、 ニラ

露、 唸増四 王ねさ、 人苦、ごぽう、 インゲン
ツプ（念〉 ひしさ、人夢、枝豆、コー；；
弓くわ（氣〕 ｀ ヨ属（大豆） わかめ、えのき、万龍ねざ

合い茂きミンチ 王ねさ、 人鬱、 カットトマト、 グリーンピース
駐ささみ、 チーズ（乳） プロッコリー、人吝． コーン、 バブリカ
ベーコン(SI.®) 宝ね宮、 パセリ

騒ミンチ も9く、 人紗、 三〇巳、 ピーマン、 Itフリカ． コ-ン
マグロ（繰）
遍（ズ互） 、 ほ記〇豆） 各囚 ． 人響、 わかめ、 ニラ

艇肉 辛
/

1, ざ、 人B、 フロッコlJ一、カ，，，トトマト ． ぇの邑Itジ

鶏内、カニカマ（乳．9り） （キャペツ・人香）
玉ねざ、 コーン

Ill（覇） 、 珂、 遍員i9伝E) 巴wぺつ、 人會、 玉ね冨、 しめC,、 イングン
鵡肉（乳•90) ぽねき
味晒（大豆） 零酌の野菜

豚・牛 玉ねぎ、 しめじ｀えのさ、9泣リ
ハム（乳） かl舌ら$,枝豆ヘ コーン
謂ミンチ 玉ねき｀キャペッ、 人0、 喧己、バセIJ

豚肉、OO キャベッ、 人苔、 玉ねき、 ピーマン
ワーモン（鉛・(,.. Ill) 
“
!!
躍

)
匹1%こ（皇・ゆ·四冒ぱ： 穴、人善、 裡三、 こんにゃく、 万能ねき

マドレーヌ
---•一•---·-·ー・�ー·-•一•---

小麦•A豆・塁L·illi

ー・—•一•一・一•ー・—•一•一・一• 一•一

蒸しバン
-•一 • 一•一＊一• 一 ·

l」I麦・大豆・乳・坑l

アガラザ
-•一ヽ—•一• 一•一• 一 •一 ·

/JI麦・大豆

ごまちんすこう
-•—ヽー·-ヽ1-•ヽ—• 一•一·

i」＼麦•大ヨ

“•一ヽ―•---箪曹■＇疇＿＿＿．

l ジャムサンド
ー•一•一隼ー•一•一•-•一・亀幽, —し一•一

/JI麦・大豆

チョコスコー ン
ー・�ー・ー・�ー・一•一 ·-•一・�ー・ー・ 一

/JI愛・大豆・乳I 豆腐ド ーナッ
------ --------- -·-·

ljl委•大豆，乳•卵I きなこちんすこう
-- ---·--------- - -·-· l ＇ 

小麦・大

ココア窯しパン
-·-·-·—·-·一·-·-•一•ー・—•--

小愛・大豆

ラスク
-·---·―`―•一·---•一疇一—一疇一

/JI棗・大豆

---------------------

| アセロラゼリ ー

-•-• 一・ー・一し一•--—々ヽ｀ー・—--•一

，，セロラ

I おにきり
-•一 •一•—• 一• 一 • 一•ー・-ヽ•一ヽ-ヽ一

わかめ

アレルギー表示
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9月16日(7J<.)

9月17日｛木）
（うちなーメニュー）

9月18日（金）

9月19日（土｝

9月20日（日｝

9月218(,!3)
（歓0の8)

9月22日改｝
（筏分の8)

9月23日（水）

9月24日（木）

9月25日（金）

9月26日（土）

9月279(9)

9月28日（月）
（うろなーメニュ-)

9月29日図

9月30日（水）

マ ーボー豆民
ごぽうサラダ
きのこの弊ス ープ
きびご販
果物

お弁当会

題そほろ

フロッコリーとひじさサラダ
肉団子スープ
翠こ函
和風ポトフ
ひじき烹
お味噌沖
臼米

駆肉と茄子の味運炒め
わかめと大根のツナ和え
そーめん汁
きびご叛
苅肉と野菜の卵とじ
フロッコ'）-とじ◇が争”おかか祁え

なめこのお味吃汁
白米
ハヤシライス
プチ万ムレッ
吾雨スープ
雑裟米
ヨーグルト
ポークチャップ
じやがペー

コンソメスープ
白米

沖穐凰ちゃんぼん
ちくわサラダ
ァーサのお啄噌st
麦ご氏
ハ宝菜
大学手
羽の中云スープ
白米
キーマカレ ー

_0とんかつ
各瓜のコンソメスープ

雑姦米

片棗粉
ドレッシング(a·9,)
片案お
米、きび

詈，コマ
米、 菱
じゃかいも

米

こざ
起(9Jヽ歪粉）
米、さひ

じoがいも、 マヨコ-ズ (18)

米
/JI要（乳）

輝、 ご去
米翠 eび、 黛米

じゃがいも

米

ドレッシング（乳·li)

米、 麦
片稟坊
さつなギ、 黒ゴマ
片稟坊、 こま
米
片聾窃
()I麦粉、パン9B

米、 麦噌 巴ひ、 黒

峯天凧=E口仕入れ厚111尋によ0 、 文13宣たはメニューが豆更1i'ることがあ〇云盲．予めご了1itllい云可．

� � � 

貪品名

・血•肉心なつくる I からだの湧子を監える
厄ミンチ、三腐（大 却e、 人9、農云、 ニラ
嬉ささみ、 貌暉（大口 こぽう、 人會、 技口、 コーン、 さ⑪うり
翻 えのさ、 レめじ、 キ.,.ペッ、 わかめ

這ミンテ｀ 99 室ねざ． 人筈、 筏豆． 1まうれん肇
ップq) 、 チーズ（軋） フロッコリー、 ひ頃、 人馨、 コーン、 1ぐフリカ
肉団（乳·叩） キでベッ、 人参、 五ね弓、 Itセリ

ソーセ-ジ（乳） キ，，ベッ、 人畜、 エね己、大校、インゲン
ベーコン9•薗）、”陶"f=) ひじ色、 人苓、 枝豆、コーン
昧（大豆 季節の野栗

霞｀昧帽0せ西 なす、 三ねぎ、 人落、 ピーマン、 バブリカ
ツナ（黛〉 わかぬ大祖、 人惨、 コーン
かつお（魚） 万ネギ

鵡肉、 卵l キャベッ、人書、玉ねさ、 ほうれん平
花かつお プロッコリ一、 人参、 コーン 、 ひじき
豆Ill （大 、 覺じ なめこ｀わかめ万縫ねぎ

牛肉 ヨさ｀人曾、 えのと、 しレグリーンピース
併l CK吝 ・ グリ ーンピース）
醗ミンチ キVベッ、人移、 弐ねさえのさ、 Ifセリ

啄肉 王ねご、 しめとピ-マン、 カットドマト
ペーコン（乳・園） 玉ねざ、人咎、バブリカ

季節の野菜

艇肉ポーク(9i)、99 キャペッ． 人惨、 玉ねき、 ピーマン
ちくわ“ キャペツ、 人曾、 コー ン、 校豆
匹〈大） ． 這（大 アーサ、 えのき、 万館ねぎ

稔肉 干でヘッ． A9、 エヒ、 か�. t,IりIA?ングコーン、 二9

卵 キャペツ、 人参、 えのa、 玉ねき

豚ミンチ 王0ヨ． 人象、 コーン、 校豆、 カットトマト
豚肉
ベ一つン(SL・聞） 冬瓜、人謬、しめじ、ニラ

7 貪やっ
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パインケーキ
-·-·一•一•-•一●ー•一・�ー•ー・ 一

1J1麦・大翌・乳• 9Ill 

ア刀ラサー

------------------· ― 

/JI蚕・大豆・乳・卵

マドレーヌ
--·-·-·-------·-·-·-· 

IJ＼乏・大・乳• 95 

昧四クッキー
-·-•一心ー•一・ 一＇ー・｀•―’"ー’`••一

/jl�・大豆・乳・魚

-----· --· -------· ·-·--.雪一 "

クリ ームバン
ー●ー・—•ー・ー・—•ー・—•ー・一•ー・一

り1妻・大・乳・卵

スコーン
·---·-·-------· — •� •

/JI歪・大豆・乳

抹茶ケーキ
---------------- -·-·

�\愛・大豆，乳・卵

フレンチトースト
...．＊一••一ヽャー••一·--•ヽー••一‘..、一••

/J＼妥•A豆・乳．g!i1

----·-. -------·--·-· 

ココアプリン
---------------------

乳

罵氾ワータ ーアンダキー

ー ·-•一•一•一•一•-•一•一•一•一•一
/JI表・穴・乳・卵

ヨーグルトケーキ
....、彎.,ー奮ー·-..勺-•-•一蓄一響

小麦・大・乳・卵
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