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午蔚 午 午前 午緩

引庫～軟董 血～軟飯 5倍覺～軟董 5倍粥～軟重
2 野菓とレバー のケチャッブ鴛 重彙 鴛梨 16 彙野菓鴛 納豆とキャペツのおかか和え

（月） 野菓スーブ 野稟のやわらか盪 （月） ほぐしみかん 盪りんご入り冑瓜の茶巾
鱈製粉乳 野稟スー ブ 鯛襲粉乳 野稟スー ブ 鯛菫粉乳 野稟スー ブ 鯛襲粉乳

主な 甑薯皐●レバー玉ねぎ人●じ ゃが亭トマ1ーケアヽ•ツブ
“主“な

厩賽戴饉ほうれん軍人・ みかん
拿皇 かつおキャベツ輩鯛菫紛乳 キャベッひきわり納豆冑lllりんご●●騎乳

5饒～戟鰤 5惰膏～歎重 5優～軟飯 5倍鸞～軟重
3 彙のトマト鴛 納豆野菓鴛 ＂ 量の大檀おろし鴛 鶏筏虞野lll鴛薫

（火） 量りんご さつま芋のミルク薫 侠） 鴛きゅうり 繍 薫りんご
みそ汁 鱈製粉乳 野稟スーブ 讀麓粉乳 鵡襲粉乳 鵡襲粉乳

主な 匹筆さばトマト玉ねぎりんごからし重●● 主な 駐葺筆大櫨さんまき·うり韓
拿璽ヽ ひきわり鯖豆カリフ9.,―玉ねぎ人鬱さつ拿●鵬●紛畏 “諷 葦●冑（幾）玉ねぎ小松墓J...,}んご●艤粉乳

血～軟鰤 きな扮入り5倍欝～軟鰤 5倍鸞～軟戴 青菓入り5倍覺一軟飯
嶋 鶏検肉と●爾野菓鴛 ブロッコリー のシラスあんかけ 18 冑瓜の検肉あんかけ 負汁

叩 パナナ スティック人参鴛 OK) みそ汁 バナナのヨーグルト和え
冑瓜スーブ 鯛襲粉乳 野菓スー ブ 鯛襲粉乳 調襲粉乳 鱈製粉乳

品
胚筆鶏もも冑(ll) •111人参小訟累ヽ9ナナ爾Ill

品
駐葺筆爾瓜麗ひれ冑(II)人●玉ねぎ白軍

きな糟ブ0ッコリーシうスポシ鑽襲鱈畏 小松墓臼鼻●じゃが亭バナナブレーンヨーグルト
血～載飯 叩～軟鰤 3色s倍覺～ 3色軟重 5倍覺～軟飯

5 鴛亀 シラスポシ大槙おろし鴛 19 バナナ 納豆野菓鴛
（木） 野菓炒めやわらか鴛 ポテトサラダ （木） 野菓スー ブ 笥

みそ汁 鯛製粉乳 野稟スープ 調製粉乳 調菫粉乳 そうめん汁 調製扮乳
主な If.薯皐鍼ほうれん軍人・ 白藁

拿
主な攣

駐葺筆●ひれ貪（揖）人●ほうれん拿ヽ＜ナナ
“翼 シスシ大櫨じゃが竿i\l!JI*—ルコース缶）●纏霰軋 ひeわり納豆玉ねぎブロッコリー 輪そうめんきゃぺつ●鼠粉乳

みそうどん 血～軟鰤（青のり） 5倍覺～軟鰤 5倍甍～軟飯
6 レバー 入りマッシュ冑瓜 鴛込みハンバーグトマトソー ス 20 ひじき入り鶏肉のつみれ鴛 シラスポシ野稟薫

（會） 鯛襲粉乳 鴛胡瓜ほぐしみかん （會 野稟のやわらか盪 ほぐしみかん
野菓スー ブ 鯛襲粉乳 野稟スー ブ 調襲粉乳 野稟スー ブ 鯛製扮乳

主な 干しうどん量ネギ人参膏瓜●レパー●●糧裏
品

匠書筆蒼●ささみ畿）玉ねぎひじき白璽小松葦人・
倉聾i 厩葺隼●のり ●ひれ冑（農）玉ねぎつぶしご·トマト胡瓜みかん シスシ大楓みかん鵡●紛裏

5錆～軟董 呻～軟董
7 白稟とレ＾·-入り肉団子のスーブ鴛 ほうれん軍の納豆和え 21 

＊女古生活覺●會女 女”
脅象唸

（土） 量りんご さつま革のミルク鴛 （土）

鯛襲粉乳 野稟スーブ 鯛襲粉乳

品
鉦書筆奢•Ill(楓 ●レパー玉ねぎ人●白稟りんご

ほうれん●ひeわり納豆さつ事享鱈瓢糟乳
血～軟鰤 5憾覺～軟鰤 5倍覺一軟飯 5倍粥～軟飯

， 豆●野菓鴛 彙の大纏おろし鴛 23 野稟とレバー のケチャッブ鴛 鴛彙 薫りんご
（月） バナナ ブロッコリー と人参のコロコロ鴛 （月） 野菓スーブ 野菓のやわらか重

野稟スー ブ 鱗鯛粉乳 麓とネギのすまし汁 鱈襲粉乳 鯛襲粉乳 野菓スー ブ 調製粉乳
主な 駐讐皐坤纏夏・小松菓人・ヽ（ナナ 主な 胚賽筆●レバー玉ねぎ人●じゃが亭トマピrチャッブ
製髯 まぐろ大●ブロッコリー ●饂ネギ●瓢鯰真 拿鍼 かつおキャペッりんご鯛鑢紛畏

血～軟董 5倍II ~軟董 5fl!l鸞～軟鰤 5倍粥～軟鰤
10 量バーグ シラスポシ野菓量 24 鴛負 ほうれん軍の納豆和え
（火） コロコロ野稟糞 董りんご （火） スティック野菓量 さつま革のミルク煮

プロッコリースーブ 鯛襲粉9 野菓スー ブ 鱈襲扮乳 みそ汁 鱈襲粉乳 野菓スー ブ 綱襲粉乳
主な 厩皐白鼻●玉ねぎつぶじご●じゃが拿人● ブロッコリー

品
胚薯筆寧ぐる大櫨人●からし菫わかめ

““ シうスポシ爾瓜りんご鑽襲粉乳 ほうれん軍ひきわり納豆さつ拿拿II鶴紛乳
血～載戴 きな粉入り5倍粥～軟飯 5倍鴨一軟董 5倍粥一軟董

11 鴛彙 冑瓜の娩肉あんかけ 25 納豆If菓鴛 プDッコリーのシラスあんかけ
（＊） 櫨菓の薫物 みそ汁 鵬製粉乳 （水 コロコロポテト いちごのミルクかけ

すまし汁 讀襲粉乳 野稟スー ブ 鯛襲扮！ 鱈製粉乳

品
霰饂人●じゃが亭わかめ ネギ 主な 胚讐筆ひきわり納夏玉ねぎ人・白菫じゃが亭

きな粉膏瓜●ひれ冑（饒）玉ね誓大檀●襲騎鳳 材翼 ブ0ッコリー しらすぼしいちご讀鶴粉乳
5鶴～敦鰤 ご筆のお好み燐き 5倍覺～載鰤 5憾覺～軟鰤

12 董豆属の野稟あんかけ 盪りんご 26 豆属図子鴛 鶏娩肉野菓薫
（木） さつま芋甘鴛 ツナと野菓のやわらか鴛 （木） スティックさつま革 鴛鵡Dl

野菓スー ブ 鱈製粉乳 鱈襲扮乳 みそ汁 鯛襲扮乳 鱈製粉乳
主な 厩葺筆綱ごし豆・人参玉ねぎブロッコリーさつま拿 主な 匠讐筆坤縄夏・人参玉ねぎさつま拿4ヽ松菫

鑓翼 小麦鯰キャペツ量ねぎ若●ささみ(ll)りんご白菫ツナ（缶）鵬●扮畏 *“ 若●鰻真白菓人・チンゲン纂綱鳳 11編貌乳
5饒～軟鰤 5饒～軟重 5憾蜻～軟飯 5惰粥～軟鰤

13 騨棟肉の小綱慎き（盪込み） シラスポシ野累鴛 27 コロコロさつま亭の娩肉あんかけ 鴛豆廣
（會） 野菓のやわらか鴛 バナナ （金） みかん （缶｝ 野稟のやわらか薫

野稟スー ブ 鯛襲粉乳 野稟スー ブ 鯛製扮乳 野稟スープ 調菫粉乳 いちごのミルクかけ 鱈襲粉乳

品
厩薯皐●ひれ冑（銭）玉ねぎつぶしご●小に墓人・ 主な 駐讐筆さつ拿拿畢ひれ冑(Ill玉ねぎ人参みかん（缶）
シスポシ大楓バナナ●●鯰覗 材翼 ”．夏重ほうれん軍いちご11●鰭乳
5倍覺～軟董 挽胄と野稟のおじや 5饒覺～軟鰤 女女鐸用納め女女

＂ 白鼻彙野菓盪 パナナ 28 サパの人参みそ鴛 よいお零をお辺えください．
（土） コロコロ胡瓜量 鱈製扮乳 （土） コロコロじゃが革 輌年も元気に畳●して東るのを

野菓スーブ 鵡製粉乳 ほうれん車のすまし汁 鱈製粉乳 お櫓ちしています
主な 胚葦筆臼●彙小松稟胡lll

“主な
“ 

胚賽學さば人●じゃが芋ほうれん軍●●粉乳
拿甍 ・ひれ冑（検）キャペツ人●ねぎバナナ鯛鼠粉氣

＊貪物アレルギー貪は医鰤の鯵断書に基づき「騎去」． 「代讐食」を実籍しています ・ツナ（缶）は濾不使用ソナ缶）
＊戴立l;l材料、行事その他の鬱合により賣更することがあります


