
平成3。年7月　　　　　　　TRの雪道献立表　　　　わら碩育園
日 �曜 �目上　　献立名 �おやつ �血や内、鍔をつくる（あ加 �カや勲となる（きいろ） �匿 

2 �月甲果汁チキ捌け スltグ‾さ、 ��ゲ沌肋（釦工乳） 農龍飛カステラ �麟88肉鶏卵ツナ缶ゲン手動〝 �徽白米紳嚢中憂艶日韓力髄目前 �展ネーブルえのきたけ生かットわかb � 
奮迅牛乳 �鷺こ暮しの（自） �にら干しβそう 

3 �火 �アイー＿－トソース（豚）コー ンスープ（toリー・卵）キャベツサラ ダ 雲霞駁（座が米）ベラタカ的 �ケンキヨレク うんぴん ゲ“‾ �普通牛丸豚ひき肉豚レバーチーズ パルメザン鶏卵ケンキヨレク �スパゲッティ小宴粉片栗粉ゲラ ニュー循うんぴんミックス �にんじんたまねぎ畦しいたげスイー コーン缶セロリトマトキャベツめか 缶 �ト ん 

4 �水 �し． レ－もすく醜（みかん）固形∃ ケルト あわ割振（‘匪芽米）、 �　ノ‡ミ肋（加工乳） ーホットケーキ �豚かたロース固形ヨーグルトゲンキヨ ク農期後遺牛乳 �＝精白米持婁じゃがし鴨ゲラニュー震 ホットケーキミックス �ネーブルにんじんたまねぎかぼちゃ なす生命主なわもすくきゅうりみか ん缶 � 

5 �木 �し　みそ汁（中継 菜e融）魚のタルタルソース ゴーヤーチャンカレーオレンジ 冷やし中電小槌霧とユー、和え物 �ウノ‡ミ肋（b吐乳） ごまゼリー �白身魚畳乳類卵沖縄豆腐耽 かたスライスゲンキヨレク後遺牛乳 バールアガー ロースju農期ケン事も〃加工品 �続白米あわ小宴粉l（ン粉こま ねりはちみつ粉棚 �バナナこまつなぽんしめじ生ピクル ススイート塾たまねぎ（こんじんI劫 うり果実生ネーブル �京 

6 �金 �．／ プルン クプアジューシー（こん芯入り）3膝 芽みそ汁（シ‘†8°イモ）llナナ （300） 憂さはん麻婆豆腐ゲノム、 �ケ光三〃（加工乳） じゃこひじきふりかゆおにぎ り 裁i ��中富めんゲラニュー糖種白米ごま �きゅうりトマトこまつ蛤スイートコーン � かつ分館　しらす干し �むき　三注意 �缶にんじんひじき 

7 �土 ��ンア きな粉ラスク �ゲンキヨレク豚かたロース削り節きな 粉 �請白米じゃがし憾日食Ioゲラニュー 繍 �にんじん刻み昆布震わぎバナナ � 

9 �月 �く＿　－うつ一ノ スープオレンジ 日騒く膝芽）クリームミ �ゲンキヨレク カボチャケーキ �沖縄豆腐豚ひき肉類卵ゲンキミル クスキムミルク �精白米綿婁三漫然片栗粉小麦 粉ゲラニュー糖 �野震ジュースにんじん職しいたげた まねぎ（おクリームコーン缶ネーブル かぼちゃバナナ � 

10 �火 �」　シチュー☆ きゅうりとわかめの群の物グレーブゼ リー あわご飯（膝募米）サバのおろし �ウノ‡ミ肋（加工乳） オートミールクッキー ゲンキヨレク 大学芋 ケ‘力割的（加工乳） とラヤチ一 婦乗手ユ÷ス ツナマヨあにきり �豚かた赤肉クリーム乳脇勝義遭 �精白米じゃかしも小壷粉ゲラニュー �ネーブルたまねぎにんじんきゅうり � 牛乳ケンキヨレク露卵 �糖三温凄lオートミール �駿わかめ干し碓う 

11 �水 �憲からし輿チャンカレーみそ汁 ��さば沖縄豆腐ツナ缶ケンキヨ〝 慮鋤け豚ひき肉購ひき肉細脹 �続白米あわ片乗船三温糖さつま �しょうが生だしせんからしなにんじん � ′ 生国松葉・しめじ）すしめ、 ご飯（膝穿）みそ汁抑血相 ハ‘－〆．人惨シリ洲固形ヨ－ケル ト 9－ルパン（テ●ィ加一肋∴肘ルシチ ブル－ツサラダ（みかん） ���しもクラニュー糠ごまいり（罵） �ごまつな　ほんしめじ生　すいか 

12 �木 ����精白米バン粉ごましの（白）三渡鳥 �加′めかめたまねぎひじきにんじん � 
鳥類卵しらす干しヨーグルト無糖 ゲンキミルクツナ缶 �片乗船小宴粉 �葉ねぎにら 

13 �金 ���曽遇牛乳合挽ミンチ豚レバークリー ム乳艦肪ヨーグルト無糖ツナ缶 �ロール碕ンしの凡や小宴粉精白米 �にんじんたまねぎはたりしめじ生き やいん請んみかん缶lrナナ干し旋 う野菜ジュースあまのり味付めのり � 

14 �土 �焼きそば胡瓜と大根和え物Iオレ ンジ 海の日（休園） �脅しージエ ジャムサンド �馬主かたローススライス削り節 �中華めん生食llン �にんじんキャベツたまねぎきゅうりた しにんネ一刀レオレンジマーマレード � 

16 �月 �a騒く座芽）鋤卿筋ん � � � � � 

17 �火 �　かu きつま手の合意パインアップルi昧 種汁 あわご飯（座芽米）味噌汁豚 肉ピーマン味噌妙あるからサ‾夕 �ケカ動（細工乳） �白身魚鯖江′豆腐ケン事ものき8 粉 �観白米小憂粉ゲラコ一種片栗粉 �野棄ジ1－スにんじん蝕まぬぎ青 � 紬くすもう 野褒ジュース 豆乳くすもう ケン‡ミ〝（加工乳） さつま手のガのト ぜんざい ��さつまいもくすでん勤日輪購真 �ピーのltイン缶加トわかめ篤ねぎ 

18 �水 ���綱額。′島貫廠かた生スブイス豚レバー �精白米桝）三温糖くすでん粉ゲラ �ガットわかめ葉ねぎ青ピーマンもやし � フ クレープゼリー ご蝦（膝穿）みそ汁（小槌棄・し めじ）サバの甘辛真鶴チャンプ ��おから生チギアギ豆乳きな粉 �ニュー糖 �たまねぎにんじんきゅうりスイートコー ン缶野菜ジュース 

19 �木 ���甜轟卵ツナ缶ケン手動の甘遭 牛乳 �顔白米片乗船ゲラニュー糖卓越 �バナナめがんごまつな長ねぎから � 

ルートマト 鮭寿司味噌汁白和え）でイン缶 沖縄そばもすく隊（みかん）バ ���さつましも中表粉 �しな（こんじんトマト 

20 �金 ��あ茶 職員研修会 �さけフレーク触臨機卵油縄げ湘蝿 �精白米ゲラニュー糖ごまいり（白）押 �きゃえん葉上賎しいた0－にんじんしそ � 豆腐　ツナ缶あずき �婁船舶三温糠 �麓たしにんからしなバイン缶 

21 �土 �ナナ（3的） あわ種板（座芽米）味噌汁（キャ ベツネギ）生捌殉庵ぼろ無も �　Z王 ゲ‘、 �ゲンキヨレク龍郷チギアギ �沖縄そばグラニュー糟 �葉ねぎおきなわもすくきゅうりみかん 缶バナナ キャベツ桑ねぎにんじんきやいんlM， � 

23 �月 ��ノ‡ミ〝（加工乳） バナナケーキ ケ‘カミ肋（細工乳） そぺぼ－ぽ－ ゲ、、 �固形ヨーグルト認ひき肉類鋤け削り �精白米あわはるきめ小壷粉ゲラ �� 

やしと胡瓜和え勤）プルーン 妻ご飯（膝が米）ソ一手汁野 ��節ゲンキミルクスキムも男）鶏卵 ヽ �ニュー繍 �きゅうりもやしプルーンバナナ 

24 �火 �　　′ 粟の和え物シ－ク7－サ－セリ－ 愛鯛飯（座が米）もすく丼そう ��豚肉ソ一年焼きけ輪ゲンキヨの購 卵 �続白米揮婁小麦粉粉黒糖 �バナナこん芯にんじんだしてん乾し いたりiキャベツきゅうり � 

25 �水 �めん汁キーウィフルーツ お誕生会（お弁当） 甜）ごはん妙りとりきゅうりUでィ、ケ �フ‡ミ肋（加工乳） 野菜天ぷら ■さし �認ひき肉粛卵ゲンキミルクチキアキ �競合米綿菱片栗粉そうめん乾小 壷粉 �あきなわもすく青ピーの赤ピーマン 乾しl涙的「廉ねぎキウイフルーツ賃 たまねぎにんじん � 

26 �木 ��腿生覆ケーキ アンパンマンジュース へ‡ミ〝bP �ケンキヨレク � �アンパンマンジュースりんご � 

27 �金 杯 �．／ の和え物もすく味噌汁 口和ジューシー（かずら）☆ケ ゆうりとわかめの晴の物バナナ0 300）ゆで卵 臼騒（膝芽）サンマのカレー揚げケ �！（工乳） 人参ケーキ �プロセスチーズ鶏もも肉削り節線ご し豆腐ケンキミルク農期寄道牛乳－ �繍白米あわホットケーキミックスゲラ（ ニュー越　　　し 　　　イ �こんじん捕ききがきだLtん乾し lたけ昆布さやいんげんき勅バ ン缶おきなめもすく業ねぎ � 

28 �土き く く．． ��プ‡ミ肋（加工乳） ツナサンド ●“‡ミ肋加工乳 �認かたロース韓卵ゲンキヨ母7ツナ・ 缶 �精白米ゲラニュー糖食Ib　I 　　　　　め �こんじん乾しいたりきゅうり睦燥わか バナナたまねぎ � 

30 �月め レ 菱 �卜はきゃの含め意シブイ汁カ ンプ ご騒く座が米）す暮し汁ケ 唐揚げ野菜妙めりんごフ �ノ（）さ 黒糖ゼリー　　ア �んま生類鋤けゲン手動のバール請 がーきな粉 �白米小壷粉きび糖粉黒糖　　プ �ルーンかぼちゃとうがんネ一刀レ � 

31 �火1競 ��ノ‡ミ〝（加工乳） レンチトースト　ク �鶏もも肉的こくおスライスゲンキミル繍 鶏卵曾遊牛乳　　　ノ �白米押宴片栗粉小麦粉食バ グラニュー糖、　　に �しめじえのきた0生業ねぎ んじんキャベツもやしりんご � 

材料な脚合はり、献立を変更する場合があります


