
9/1(火) 9/2(水) 9/3(木) 9/4(金) 9/5(土)
チンジャオロース 烏賊団子の煮物 彼ライス ユーリンチー ちらし寿司
薩摩芋のレモン煮 胡瓜とカニカマのマヨあえ 冷奴 ひじきと大豆の煮物 ゴーヤチャンプル

オレンジ パイナップル サラダ キウイフルーツ 茄子の田楽
中華ｽｰﾌﾟ 味噌汁 味噌汁 吸物
ご飯 ご飯 ご飯
おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 518kcal たんぱく質 20.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 514kcal たんぱく質 20.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 671kcal たんぱく質 21.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 485kcal たんぱく質 22.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 639kcal たんぱく質 27.3g

脂質 12.7g 食塩相当量 3.3g 脂質 13.5g 食塩相当量 2.5g 脂質 18.6g 食塩相当量 3.7g 脂質 14.2g 食塩相当量 2.6g 脂質 14.3g 食塩相当量 4.8g

おやつ チョコバナナ カルピスゼリー 煎餅 バナナヨーグルトケーキ ピーチゼリー

9/7(月) 9/8(火) 9/9(水) 9/10(木) 9/11(金) 9/12(土)
秋刀魚の塩焼き ぶっかけうどん スコッチエッグ 鱸のアクアパッツァ 冷やし中華終わります つくねと白菜の煮物

切り干し大根の煮物 厚焼き玉子 薩摩芋の含め煮 小海老のサラダ しゅうまい 白和え
茶碗蒸し 揚げ茄子のやまかけ ジョア 梨 大学芋 胡瓜の浅漬け
味噌汁 味噌汁 コーンポタージュスープ 豚汁
ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 576kcal たんぱく質 25.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 579kcal たんぱく質 18.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 681kcal たんぱく質 21.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 515kcal たんぱく質 29.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ 587kcal たんぱく質 29.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 580kcal たんぱく質 26.7g

脂質 25.8g 食塩相当量 3.1g 脂質 14.6g 食塩相当量 5.8g 脂質 24.5g 食塩相当量 1.8g 脂質 12.6g 食塩相当量 3.4g 脂質 23.5g 食塩相当量 6.6g 脂質 15.2g 食塩相当量 3.0g

おやつ チョコ蒸しパン 鈴かすてら 南瓜プリン 大福 チーズケーキ 水羊羹
9/14(月) 9/15(火) 9/16(水) 9/17(木) 9/18(金) 9/19(土)

とろろごはん 酢豚 クリームシチュー 肉豆腐 金目鯛の煮付け スパゲティーミートソース

揚げ出し豆腐 冷奴 鮭のパン粉焼き 南瓜サラダ 春雨の炒め物 ポテトサラダ
里芋のゆず味噌賭け 春雨ｻﾗﾀﾞ ロールパン パイナップル 梨 茄子の酢の物
漬物 中華スープ 味噌汁 味噌汁

ご飯 ご飯 ご飯
おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 626kcal たんぱく質 16.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ 568kcal たんぱく質 22.6g ｴﾈﾙｷﾞｰ 787kcal たんぱく質 36.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ 576kcal たんぱく質 22.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 517kcal たんぱく質 22.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 718kcal たんぱく質 26.7g

脂質 13.3g 食塩相当量 2.7g 脂質 18.2g 食塩相当量 4.3g 脂質 34.4g 食塩相当量 3.7g 脂質 19.4g 食塩相当量 3.1g 脂質 8.4g 食塩相当量 2.4g 脂質 15.2g 食塩相当量 3.0g

おやつ クリームチーズゼリー アップルヨーグルトケーキ 黒糖蒸しパン パンナコッタ チーズ蒸しパン エクレア
9/21(月) 9/22(火) 9/23(水) 9/24(木) 9/25(金) 9/26(土)

サンドウィッチ 南瓜コロッケ チキンカレー 鯖の味噌煮 豚肉とまいたけのくわ焼き

豚肉と大豆のトマト煮 小松菜の菜種和え 千草焼き 冬瓜のあんかけ モロヘイヤの和え物

きのこサラダ 柿 海藻サラダ ポテトサラダ りんご
つみれ汁 味噌汁 味噌汁
ご飯 ご飯 ご飯

おまけ おまけ おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 630kcal たんぱく質 28.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ 587kcal たんぱく質 22.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ 835kcal たんぱく質 27.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ 601kcal たんぱく質 19.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ 527kcal たんぱく質 21.1g

脂質 35.5g 食塩相当量 3.4g 脂質 19.0g 食塩相当量 3.3g 脂質 34.6g 食塩相当量 3.6g 脂質 24.0g 食塩相当量 2.5g 脂質 23.7g 食塩相当量 2.9g

おやつ ホットケーキ コーヒーゼリー チョコ蒸しパン スイートポテト プリン
9/28(月) 9/29(火) 9/30(水)

ホットラーメン始めました 和風ミートローフ きのこご飯
味付け卵 薩摩芋の胡麻和え 高野豆腐の射抜き

野菜サラダ 蕪のあちゃら漬け 胡瓜とカニカマのマヨあえ

蓮根のすり流し汁 パイナップル
ご飯 吸物

おまけ おまけ おまけ
ｴﾈﾙｷﾞｰ 505kcal たんぱく質 23.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ 562kcal たんぱく質 24.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ 603kcal たんぱく質 21.3g

脂質 10.5g 食塩相当量 4.5g 脂質 14.0g 食塩相当量 2.3g 脂質 16.3g 食塩相当量 4.0g

おやつ たこ焼き アップルパイ モンブラン

☆9月の献立でーす★
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☎054-269-6683
※エネルギー量は、米飯100gで計算しております。おやつは、100kcal前後になります。 📩fukusuke6683@gmail.com
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目指そう！

600kcal⇔
20g↑

15g⇔



9/1(火) 9/2(水) 9/3(木) 9/4(金) 9/5(土)
メバルの味醂漬け焼き タンドリーチキン 他人煮 ニラ海老玉 鯖の麹漬け焼き

水菜のお浸し 白和え オーロラサラダ ほうれん草の霙和え 肉じゃが
厚揚げの炒め物 南瓜の煮付け ほうれん草の炒め物 変わりきんぴら 白菜のポン酢和え

ｴﾈﾙｷﾞｰ495kcal たんぱく質 26.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ506kcal たんぱく質 20.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ427kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ427kcal たんぱく質 23.3g ｴﾈﾙｷﾞｰ559kcal たんぱく質 20.4g

脂質 17.0g 食塩相当量 2.2g 脂質 14.4g 食塩相当量 2.5g 脂質 11.9g 食塩相当量 1.9g 脂質 11.9g 食塩相当量 1.9g 脂質 20.7g 食塩相当量 1.9g

その他 天丼500円 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼５００円

9/7(月) 9/8(火) 9/9(水) 9/10(木) 9/11(金) 9/12(土)
海老フライ 鰆の利休焼き かじきの味噌漬け焼き チキン南蛮 シイラのフライ 秋刀魚の香味焼き

ブロッコリーのたらこ和え 筑前煮 炒り豆腐 白菜と油揚げの和え物 マカロニサラダ 焼きビーフン

ひじきの煮物 白菜のじゃこ和え 法蓮草の胡麻和え 里芋の煮物 大根のフレーク煮 茄子の田楽
ｴﾈﾙｷﾞｰ607kcal たんぱく質 26.5g ｴﾈﾙｷﾞｰ538kcal たんぱく質 32.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ470kcal たんぱく質 23.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ587kcal たんぱく質 22.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ548kcal たんぱく質 21.9g ｴﾈﾙｷﾞｰ531kcal たんぱく質 19.1g

脂質 26.0g 食塩相当量 1.9g 脂質 16.1g 食塩相当量 2.2g 脂質 17.6g 食塩相当量 2.0g 脂質 22.9g 食塩相当量 2.2g 脂質 22.5g 食塩相当量 2.6g 脂質 24.6g 食塩相当量 2.0g

その他 うな丼500円 チーズケーキ150円

9/14(月) 9/15(火) 9/16(水) 9/17(木) 9/18(金) 9/19(土)

ポークチャップ 秋刀魚の塩焼き チキンピカタ 秋刀魚ハンバーグ とんかつ 鰆の西京焼き

南瓜サラダ ひじきの煮物 白菜の柚子胡椒和え 干瓢の煮物 ひじきの煮物 大豆サラダ

大根ととびっこの酢の物 蕪のあちゃら漬け 大根のフレーク煮 蕪の切り昆布の和え物 水菜のお浸し 切り干し大根の煮物

ｴﾈﾙｷﾞｰ574kcal たんぱく質 22.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ486kcal たんぱく質 17.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ465kcal たんぱく質 21.2g ｴﾈﾙｷﾞｰ571kcal たんぱく質 17.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ662kcal たんぱく質 23.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ585kcal たんぱく質 23.4g

脂質 23.8g 食塩相当量 2.2g 脂質 19.6g 食塩相当量 2.1g 脂質 17.5g 食塩相当量 1.7g 脂質 26.2g 食塩相当量 2.7g 脂質 32.0g 食塩相当量 2.5g 脂質 21.7g 食塩相当量 2.3g

その他 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ丼５００円 天丼500円

9/21(月) 9/22(火) 9/23(水) 9/24(木) 9/25(金) 9/26(土)

豆腐ハンバーグ 鶏肉の味噌漬け焼き チンジャオロース カニ玉風 鮭のちゃんちゃ焼き

胡瓜とカニカマの酢の物 切り干し大根の煮物 鯵の塩焼き 里芋の煮付け ほうれん草の辛し和え

茄子のおかか和え グラタン 白菜の胡麻和え カリフラワーささ身サラダ じゃが芋のそぼろ煮

ｴﾈﾙｷﾞｰ450kcal たんぱく質 21.4g ｴﾈﾙｷﾞｰ552kcal たんぱく質 21.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ475kcal たんぱく質 29.7g ｴﾈﾙｷﾞｰ483kcal たんぱく質 20.1g ｴﾈﾙｷﾞｰ427kcal たんぱく質 23.6g

脂質 15.6g 食塩相当量 2.6g 脂質 23.4g 食塩相当量 1.9g 脂質 15.4g 食塩相当量 2.2g 脂質 13.6g 食塩相当量 3.1g 脂質 6.2g 食塩相当量 1.7g

その他 チーズケーキ150円 うな丼500円

9/28(月) 9/29(火) 9/30(水)

鰤の香味焼き カジキの照り焼き 鯵フライ
南瓜の煮付け がんもと小松菜の煮物 白菜の浅漬け

炒り豆腐 柿なます 五目煮豆
ｴﾈﾙｷﾞｰ563kcal たんぱく質 24.0g ｴﾈﾙｷﾞｰ477kcal たんぱく質 21.8g ｴﾈﾙｷﾞｰ500kcal たんぱく質 23.5g

脂質 22.4g 食塩相当量 1.9g 脂質 15.8g 食塩相当量 1.9g 脂質 16.0g 食塩相当量 1.5g

その他
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※エネルギー量は、米飯100ｇで計算しております。　※消費期限は、当日の19：00までとなっておりますのでお早めにお召し上がりください。

特別弁当

福助弁当　【9月の献立でーす★】
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