
栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)

マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

令和元年　7月　老本幼稚園献立表

金

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

15
413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g

22 24

イカやさいカツ

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

19

チキンステーキ(しょうゆ)

446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g

16

9 10

30 3129

25
386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g

23
54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g

なつやさいカレー

18

エビフライ
(小麦・えび)

コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ

ほうれんそうスープ

11

パリパリはるまき

17
467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

128

行田給食センター
ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

月 火 水 木
1 2 3 4 5

豚丼 ぶたにくのしょうがやき

チヂミ

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g

うみのひ ワンタンスープ カレー

26

(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ツナマカロニ スパソテー
にくじゃが ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー
ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

※給食に使用される主な食材・産地※

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

お米 埼玉 玉葱 佐賀

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

品名 産地 品名 産地
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栄養平均所要量

TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)

マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

卵　令和1年　7月　老本幼稚園献立表

月 火 水 木
1 2 3 4

にくじゃが ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー
ごもくしんじょはながた

金

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

22 23 24 25 26

29 30 31

※給食に使用される主な食材・産地※

お米 埼玉 玉葱 佐賀

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

品名 産地 品名 産地

ツナマカロニ スパソテー

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ

(小麦・えび)

9 10 11 12

チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

きゃべつ フレンチサラダ

ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g 495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

15 16

チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ビーフふりかけ

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま)

おこのみソース

17 18 19

プチプリン

行田給食センター
ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

豚丼

ごもくごはん
アニマルビスケット

(小麦・大豆・イカ) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

わかめごはん のりたまふりかけ

(小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

5

ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

8

イカやさいカツ

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

ほうれんそうスープ

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

マーボーとうふ
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栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)

マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

(小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

29 30 31

(小麦・えび)

にくじゃが
ツナマカロニ

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

ナッツ　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
5

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆）

15 16 17 18
495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

8 9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

ほうれんそうスープ

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー
(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

22 23 24 25 26

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀
きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

※給食に使用される主な食材・産地※

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

19
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栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)

マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

29 30 31

そば　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

ほうれんそうスープ

8 9

行田給食センター

月 火 水

※給食に使用される主な食材・産地※

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北
じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

金
5

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

(小麦・えび)

にくじゃが

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま)

15 16 17 18

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ)

19

22 23 24 25 26
386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ

木

ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy90YWcvNyVFNiU5QyU4OC9wYWdlLzI-/RS=%5EADBHnWHlY6zH399wHbvxJiwh6.4IB8-;_ylt=A2RCK_w5NfJcmV8ApyyU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463894/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWFuYWltYWdlcy5jb20vaW5mby9pbmZvUkYuYXNweD9TZWFyY2hLZXk9MTA1MTQwMDAwNTU-/RS=%5EADBQRIXMLctdNch7J0RS_DTRDhSVEc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTgmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUk4tcDNfeGFHZUpQQ25GQUdxU2xaTGQ0STZMRG9za0pFYW12bGNOdG1xT19IWng1YW1TckMxeUsybkxBBHADTi5hY2lDRG9pckVnNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fMTQzMjA5MTNfJUUzJTgzJTlBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUFFJUU3JTg4JUI2JUUzJTgxJUE4JUU1JUFEJTkwJUUzJTgwJTgxJUU1JUE0JThGJUUzJTgxJUFFJUU2JUI1JUI3JUUzJTgxJUFFJUU2JUJDJTk0JUU3JUJGJTkyJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU5Ny5odG1s/RS=%5EADBAQFEKcu32aPagAhFkXi9k7xCMG8-;_ylt=A2RinFZ2N_Jc7w0A3xmU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDEzOS5odG1s/RS=%5EADBw83P6RmcCTIAG2kJkf8BLoJJ2wk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjFhTFAxNmRZQTJCemgwTjk0Zm83N2RBV2kzbkdtNjRzWDgwMVFIdjVNZFlOZzViR0dSYmJMM1lzBHADNXJXMzQ0R3U1cGVsSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRGx1YnpucUpybG5KTGpnSURqZ1l2amdvX2pnWVRqZ1lRLQRwb3MDNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)

マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示

　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

29 30 31

乳　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

ほうれんそうスープ

8 9

行田給食センター

月 火 水

※給食に使用される主な食材・産地※

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北
じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

金
5

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

(小麦・えび)

にくじゃが

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま)

15 16 17 18

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ)

19

22 23 24 25 26
386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ

木

ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ

ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy90YWcvNyVFNiU5QyU4OC9wYWdlLzI-/RS=%5EADBHnWHlY6zH399wHbvxJiwh6.4IB8-;_ylt=A2RCK_w5NfJcmV8ApyyU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463894/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWFuYWltYWdlcy5jb20vaW5mby9pbmZvUkYuYXNweD9TZWFyY2hLZXk9MTA1MTQwMDAwNTU-/RS=%5EADBQRIXMLctdNch7J0RS_DTRDhSVEc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTgmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUk4tcDNfeGFHZUpQQ25GQUdxU2xaTGQ0STZMRG9za0pFYW12bGNOdG1xT19IWng1YW1TckMxeUsybkxBBHADTi5hY2lDRG9pckVnNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fMTQzMjA5MTNfJUUzJTgzJTlBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUFFJUU3JTg4JUI2JUUzJTgxJUE4JUU1JUFEJTkwJUUzJTgwJTgxJUU1JUE0JThGJUUzJTgxJUFFJUU2JUI1JUI3JUUzJTgxJUFFJUU2JUJDJTk0JUU3JUJGJTkyJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU5Ny5odG1s/RS=%5EADBAQFEKcu32aPagAhFkXi9k7xCMG8-;_ylt=A2RinFZ2N_Jc7w0A3xmU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDEzOS5odG1s/RS=%5EADBw83P6RmcCTIAG2kJkf8BLoJJ2wk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjFhTFAxNmRZQTJCemgwTjk0Zm83N2RBV2kzbkdtNjRzWDgwMVFIdjVNZFlOZzViR0dSYmJMM1lzBHADNXJXMzQ0R3U1cGVsSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRGx1YnpucUpybG5KTGpnSURqZ1l2amdvX2pnWVRqZ1lRLQRwb3MDNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)
マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18
495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

小麦　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

8 9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー
(小麦・えび)

25 26

19

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー
(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

24

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

22 23

※給食に使用される主な食材・産地※

29

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
にくじゃが

ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

ほうれんそうスープ

30 31

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy90YWcvNyVFNiU5QyU4OC9wYWdlLzI-/RS=%5EADBHnWHlY6zH399wHbvxJiwh6.4IB8-;_ylt=A2RCK_w5NfJcmV8ApyyU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463894/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWFuYWltYWdlcy5jb20vaW5mby9pbmZvUkYuYXNweD9TZWFyY2hLZXk9MTA1MTQwMDAwNTU-/RS=%5EADBQRIXMLctdNch7J0RS_DTRDhSVEc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTgmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUk4tcDNfeGFHZUpQQ25GQUdxU2xaTGQ0STZMRG9za0pFYW12bGNOdG1xT19IWng1YW1TckMxeUsybkxBBHADTi5hY2lDRG9pckVnNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fMTQzMjA5MTNfJUUzJTgzJTlBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUFFJUU3JTg4JUI2JUUzJTgxJUE4JUU1JUFEJTkwJUUzJTgwJTgxJUU1JUE0JThGJUUzJTgxJUFFJUU2JUI1JUI3JUUzJTgxJUFFJUU2JUJDJTk0JUU3JUJGJTkyJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU5Ny5odG1s/RS=%5EADBAQFEKcu32aPagAhFkXi9k7xCMG8-;_ylt=A2RinFZ2N_Jc7w0A3xmU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDEzOS5odG1s/RS=%5EADBw83P6RmcCTIAG2kJkf8BLoJJ2wk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjFhTFAxNmRZQTJCemgwTjk0Zm83N2RBV2kzbkdtNjRzWDgwMVFIdjVNZFlOZzViR0dSYmJMM1lzBHADNXJXMzQ0R3U1cGVsSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRGx1YnpucUpybG5KTGpnSURqZ1l2amdvX2pnWVRqZ1lRLQRwb3MDNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)

マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の

  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ほうれんそうスープ

29 30 31

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g

23 24 25 26

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

8

魚卵　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

(小麦・えび)

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18 19

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀
きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

※給食に使用される主な食材・産地※

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)

リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

バンサンスー
ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

にくじゃが

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g
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栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)
マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ほうれんそうスープ

29 30 31

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g

23 24 25 26

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

8

山芋　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

(小麦・えび)

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18 19

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

※給食に使用される主な食材・産地※

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)
リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

バンサンスー
ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

にくじゃが

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g
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栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)
マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

ほうれんそうスープ

29 30 31

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g

23 24 25 26

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー

8

ごま　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

(小麦・えび)

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18 19

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

※給食に使用される主な食材・産地※

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)
リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ
ひじきサラダ かにしぐれサラダ ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

バンサンスー
ごもくしんじょはながた チーズぎょうざ コーンサラダ りんご チキンナゲット
ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

にくじゃが

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fMTQzMjA5MTNfJUUzJTgzJTlBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUFFJUU3JTg4JUI2JUUzJTgxJUE4JUU1JUFEJTkwJUUzJTgwJTgxJUU1JUE0JThGJUUzJTgxJUFFJUU2JUI1JUI3JUUzJTgxJUFFJUU2JUJDJTk0JUU3JUJGJTkyJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU5Ny5odG1s/RS=%5EADBAQFEKcu32aPagAhFkXi9k7xCMG8-;_ylt=A2RinFZ2N_Jc7w0A3xmU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDEzOS5odG1s/RS=%5EADBw83P6RmcCTIAG2kJkf8BLoJJ2wk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjFhTFAxNmRZQTJCemgwTjk0Zm83N2RBV2kzbkdtNjRzWDgwMVFIdjVNZFlOZzViR0dSYmJMM1lzBHADNXJXMzQ0R3U1cGVsSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRGx1YnpucUpybG5KTGpnSURqZ1l2amdvX2pnWVRqZ1lRLQRwb3MDNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)
マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

キュウイ　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

29 30 31

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

19

ほうれんそうスープ

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18

8 9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

チーズぎょうざ コーンサラダ りんご

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー
(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

※給食に使用される主な食材・産地※

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

22 23 24 25 26

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)
リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ

ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

ひじきサラダ かにしぐれサラダ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー
(小麦・えび)

にくじゃが
チキンナゲット

ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

ごもくしんじょはながた

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy90YWcvNyVFNiU5QyU4OC9wYWdlLzI-/RS=%5EADBHnWHlY6zH399wHbvxJiwh6.4IB8-;_ylt=A2RCK_w5NfJcmV8ApyyU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463894/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWFuYWltYWdlcy5jb20vaW5mby9pbmZvUkYuYXNweD9TZWFyY2hLZXk9MTA1MTQwMDAwNTU-/RS=%5EADBQRIXMLctdNch7J0RS_DTRDhSVEc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTgmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUk4tcDNfeGFHZUpQQ25GQUdxU2xaTGQ0STZMRG9za0pFYW12bGNOdG1xT19IWng1YW1TckMxeUsybkxBBHADTi5hY2lDRG9pckVnNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fMTQzMjA5MTNfJUUzJTgzJTlBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUFFJUU3JTg4JUI2JUUzJTgxJUE4JUU1JUFEJTkwJUUzJTgwJTgxJUU1JUE0JThGJUUzJTgxJUFFJUU2JUI1JUI3JUUzJTgxJUFFJUU2JUJDJTk0JUU3JUJGJTkyJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU5Ny5odG1s/RS=%5EADBAQFEKcu32aPagAhFkXi9k7xCMG8-;_ylt=A2RinFZ2N_Jc7w0A3xmU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDEzOS5odG1s/RS=%5EADBw83P6RmcCTIAG2kJkf8BLoJJ2wk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjFhTFAxNmRZQTJCemgwTjk0Zm83N2RBV2kzbkdtNjRzWDgwMVFIdjVNZFlOZzViR0dSYmJMM1lzBHADNXJXMzQ0R3U1cGVsSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRGx1YnpucUpybG5KTGpnSURqZ1l2amdvX2pnWVRqZ1lRLQRwb3MDNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)
マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

はちみつ　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

29 30 31

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

19

ほうれんそうスープ

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18

8 9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

チーズぎょうざ コーンサラダ りんご

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー
(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

※給食に使用される主な食材・産地※

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

22 23 24 25 26

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)
リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ

ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

ひじきサラダ かにしぐれサラダ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー
(小麦・えび)

にくじゃが
チキンナゲット

ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

ごもくしんじょはながた

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy90YWcvNyVFNiU5QyU4OC9wYWdlLzI-/RS=%5EADBHnWHlY6zH399wHbvxJiwh6.4IB8-;_ylt=A2RCK_w5NfJcmV8ApyyU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463894/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hbWFuYWltYWdlcy5jb20vaW5mby9pbmZvUkYuYXNweD9TZWFyY2hLZXk9MTA1MTQwMDAwNTU-/RS=%5EADBQRIXMLctdNch7J0RS_DTRDhSVEc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTgmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUk4tcDNfeGFHZUpQQ25GQUdxU2xaTGQ0STZMRG9za0pFYW12bGNOdG1xT19IWng1YW1TckMxeUsybkxBBHADTi5hY2lDRG9pckVnNDRLazQ0T3A0NEs1NDRPSQRwb3MDOARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC4xMjNyZi5jb20vcGhvdG9fMTQzMjA5MTNfJUUzJTgzJTlBJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUFFJUUzJTgzJUIzJUUzJTgxJUFFJUU3JTg4JUI2JUUzJTgxJUE4JUU1JUFEJTkwJUUzJTgwJTgxJUU1JUE0JThGJUUzJTgxJUFFJUU2JUI1JUI3JUUzJTgxJUFFJUU2JUJDJTk0JUU3JUJGJTkyJUUzJTgyJUE2JUUzJTgyJUE5JUUzJTgzJUJDJUUzJTgzJTlGJUUzJTgzJUIzJUUzJTgyJUIwLSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU5Ny5odG1s/RS=%5EADBAQFEKcu32aPagAhFkXi9k7xCMG8-;_ylt=A2RinFZ2N_Jc7w0A3xmU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559464368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDEzOS5odG1s/RS=%5EADBw83P6RmcCTIAG2kJkf8BLoJJ2wk-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTcmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjFhTFAxNmRZQTJCemgwTjk0Zm83N2RBV2kzbkdtNjRzWDgwMVFIdjVNZFlOZzViR0dSYmJMM1lzBHADNXJXMzQ0R3U1cGVsSU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlDRGx1YnpucUpybG5KTGpnSURqZ1l2amdvX2pnWVRqZ1lRLQRwb3MDNwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


栄養平均所要量
TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721

(豚肉・大豆)
マカロニサラダ

けんちん汁

きゃべつ タルタルソース バナナ・ピーナッツ・大豆)

ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ　2こ・ｱﾝ＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ポテトスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆)

コーンしゅうまい
ひじきごはん

※（　）ｶｯｺは主菜の
  アレルギーを表示
　しています。

※材料の都合により、献立の一部を変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

貝類　　　　令和1年7月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
5

29 30 31

495kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.5g

19

ほうれんそうスープ

456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.2g　塩分3.1g

411kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.4g　塩分2.4g 446kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.7g　塩分1.2g 413kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.4g　塩分2.1g 467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.2g　塩分0.8g

15 16 17 18

8 9 10 11

(小麦・大豆・イカ) (小麦・大豆・鶏肉) (小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉)

チーズぎょうざ コーンサラダ りんご

うみのひ チヂミ ワンタンスープ カレー
(卵・小麦・大豆・ごま) (小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ごま) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

※給食に使用される主な食材・産地※

きゃべつ 群馬・長野 きゅうり 群馬・長野・東北

じゃがいも 茨城 人参 千葉・青森・北海道

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 玉葱 佐賀

386kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.9g　塩分1.9g 54kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.0g　塩分0.7g 432kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.3g　塩分2.2g

22 23 24 25 26

ｴﾈﾙｷﾞｰ/383kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.5g　塩分/1.8g

1 2 3 4

豚丼 ぶたにくのしょうがやき コンソメスープ ハムカツ ほしがたコロッケ
(豚肉・小麦・大豆) （豚肉・鶏肉・大豆） (小麦・卵・大豆・豚肉・鶏肉) (小麦・大豆)
リーフレタス きゃべつ ケチャップスパ

ブロッコリーサラダ
ひとくちまぐろカツ タンドリーチキンビッツ ほしがたあんにんとうふ
ごもくごはん わかめごはん のりたまふりかけ

ひじきサラダ かにしぐれサラダ

アニマルビスケット

462kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質17.6g　塩分0.7g 456kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.5g　塩分1.7g 91kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.3g　塩分1.6g 412kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分2.3g

ツナマカロニ スパソテー
ほうれんそうベーコンソテーやきそば トマトサラダ バンサンスー

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

12

イカやさいカツ チキンステーキ(しょうゆ) エビフライ パリパリはるまき なつやさいカレー
(小麦・えび)

にくじゃが
チキンナゲット

ちゃめし ごましおごはん いちごプチシュー ビーフふりかけ プチプリン

おこのみソース
きゃべつ フレンチサラダ
マーボーとうふ

ごもくしんじょはながた

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559463609/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy90YWcvNyVFNiU5QyU4OC9wYWdlLzI-/RS=%5EADBHnWHlY6zH399wHbvxJiwh6.4IB8-;_ylt=A2RCK_w5NfJcmV8ApyyU3uV7
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