
栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス

ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ

ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン

ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

やきそば グリーンサラダ

はっぽうさい あつやきたまご

かにしゅうまい オレンジゼリー

ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

令和元年　9月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金

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

2 3 4 5 6

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

9 10 11 12 13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

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

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

ポークビーンズ

16 17 18 19 20

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー

27

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ ハムステーキ

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

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

23 24 25 26

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g
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397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

とりにくバーベキュー

(大豆・ごま・鶏肉)

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬
玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

※給食に使用される主な食材・産地※
品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス

ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ

ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン

ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)

やきそば グリーンサラダ

はっぽうさい あつやきたまご

かにしゅうまい オレンジゼリー

ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

9 10 11 12 13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

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

卵　　令和元年９月　老本幼稚園献立表

2 3 4 5 6

行田給食センター

月 火 水 木 金

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ
(小麦・乳・大豆) （小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

(乳・小麦・鶏肉・豚肉） (大豆・鶏肉・豚肉)

ポークビーンズ

16 17 18 19 20

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー
(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

ハムステーキ
(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆) (鶏肉・豚肉）

23 24 25 26 27
448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ
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とりにくバーベキュー

にくだんごてりやき

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g 396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

※給食に使用される主な食材・産地※

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

お米 埼玉 レタス 長野
じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

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
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー

とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

(豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん

とうふハンバーグ マカロニクリームに

ポークビーンズ

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

ナッツ　　　　令和1年9月　老本幼稚園献立表
行田給食センター

月 火 水 木 金
62 3 4 5

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉)

16 17 18 19
496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

9 10 11 12

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

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

チキンカレー
(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

25 26 27

秋分の日
(小麦・大豆)

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野
じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

23 24

(小麦・乳・大豆)

(大豆・ごま・鶏肉)

20

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

しろみさかなフライ ハムステーキ
(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉)

30

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564219590/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQ18lRTclODQlQTElRTYlOTYlOTklRTMlODIlQTQlRTMlODMlQTklRTMlODIlQjklRTMlODMlODhfJUU2JTk1JUFDJUU4JTgwJTgxJUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1XyVFNSVBRCVBQl8lRTclQTclOEIv/RS=%5EADBNOrizfQg41mOiRgeFrCMnrVJBEI-;_ylt=A2RCL7BGxzpdqlIAoSqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220248/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE4LzExL2Jsb2ctcG9zdF80My5odG1s/RS=%5EADBlmaq5LoEx58pMXQmnCvyaR7Z6TA-;_ylt=A2RCA9bYyTpdSWUAPQyU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

30
480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

そば　　　令和1年９月　老本幼稚園献立表

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

11 12

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

9 10

行田給食センター

月 火 水 金
6

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

木

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬
玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

ハムステーキ

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉)

16 17 18 19

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき

401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

20

23 24 25 26 27

エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

2 3 4 5

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき

(小麦・乳・大豆)

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん

ポークビーンズ

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564219590/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQ18lRTclODQlQTElRTYlOTYlOTklRTMlODIlQTQlRTMlODMlQTklRTMlODIlQjklRTMlODMlODhfJUU2JTk1JUFDJUU4JTgwJTgxJUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1XyVFNSVBRCVBQl8lRTclQTclOEIv/RS=%5EADBNOrizfQg41mOiRgeFrCMnrVJBEI-;_ylt=A2RCL7BGxzpdqlIAoSqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン

ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん

やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき

しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー

とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

30
480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

乳　　　　令和1年９月　老本幼稚園献立表

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

11 12

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

9 10

行田給食センター

月 火 水 金
6

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

木

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬
玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

ハムステーキ

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g

チキンカレー
(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉)

16 17 18 19

(豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき

401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

20

23 24 25 26 27

エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

2 3 4 5

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき

(小麦・乳・大豆)

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん

ポークビーンズ

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g

(豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)(小麦・乳・大豆)

ポークビーンズ

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16 17 18 19
496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g
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378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g

小麦　　　　令和1年９月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
62 3 4 5

459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g 418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉)

9 10 11 12

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

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

30

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

26 27

20

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー
(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

25

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ ハムステーキ
(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき

しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ ハムステーキ

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

30

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

24 25 26 27

魚卵　　　　令和1年９月　老本幼稚園献立表

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

行田給食センター

月 火 水 木 金
62 3 4 5

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

9

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

10

ポークビーンズ

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー

353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野
じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

※給食に使用される主な食材・産地※
397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(大豆・ごま・鶏肉)

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

23

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

とりにくバーベキュー

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

19 20

11 12

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)(小麦・乳・大豆)

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

17 18
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ ハムステーキ

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

30

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

24 25 26 27

山芋　　　　令和1年９月　老本幼稚園献立表

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

行田給食センター

月 火 水 木 金
62 3 4 5

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

9

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

10

ポークビーンズ

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー

353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

※給食に使用される主な食材・産地※
397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(大豆・ごま・鶏肉)

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

23

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

とりにくバーベキュー

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

19 20

11 12

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)(小麦・乳・大豆)

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

17 18

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564219590/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQ18lRTclODQlQTElRTYlOTYlOTklRTMlODIlQTQlRTMlODMlQTklRTMlODIlQjklRTMlODMlODhfJUU2JTk1JUFDJUU4JTgwJTgxJUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1XyVFNSVBRCVBQl8lRTclQTclOEIv/RS=%5EADBNOrizfQg41mOiRgeFrCMnrVJBEI-;_ylt=A2RCL7BGxzpdqlIAoSqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220111/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNDEyOC8-/RS=%5EADBE.INhkLzPEdozw73W9nXUfWUW3Q-;_ylt=A2RCD05PyTpdNhQAJB6U3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220248/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE4LzExL2Jsb2ctcG9zdF80My5odG1s/RS=%5EADBlmaq5LoEx58pMXQmnCvyaR7Z6TA-;_ylt=A2RCA9bYyTpdSWUAPQyU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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。

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ ハムステーキ

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g

30

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

24 25 26 27

ごま　　　　令和1年8月　老本幼稚園献立表

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

行田給食センター

月 火 水 木 金
62 3 4 5

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご (大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）

(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか)

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

9

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

10

ポークビーンズ

敬老の日 はながたおこのみやき ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー

353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

※給食に使用される主な食材・産地※
397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(大豆・ごま・鶏肉)

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g 426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

23

480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

とりにくバーベキュー

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

19 20

11 12

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)(小麦・乳・大豆)

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

17 18

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564219590/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQ18lRTclODQlQTElRTYlOTYlOTklRTMlODIlQTQlRTMlODMlQTklRTMlODIlQjklRTMlODMlODhfJUU2JTk1JUFDJUU4JTgwJTgxJUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1XyVFNSVBRCVBQl8lRTclQTclOEIv/RS=%5EADBNOrizfQg41mOiRgeFrCMnrVJBEI-;_ylt=A2RCL7BGxzpdqlIAoSqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220111/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNDEyOC8-/RS=%5EADBE.INhkLzPEdozw73W9nXUfWUW3Q-;_ylt=A2RCD05PyTpdNhQAJB6U3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220248/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE4LzExL2Jsb2ctcG9zdF80My5odG1s/RS=%5EADBlmaq5LoEx58pMXQmnCvyaR7Z6TA-;_ylt=A2RCA9bYyTpdSWUAPQyU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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8月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
6

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g

9 10 11 12

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

ハムステーキ

(大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）
ポークビーンズ

ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー
(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

2017 18 19

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

30

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

23 24 25 26 27

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ

エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

2 3 4 5

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき

(小麦・乳・大豆)

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

敬老の日 はながたおこのみやき

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16
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栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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9月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
6

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g

9 10 11 12

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

ハムステーキ

(大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）
ポークビーンズ

ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー
(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

2017 18 19

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

30

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

23 24 25 26 27

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ

エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

2 3 4 5

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき

(小麦・乳・大豆)

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

敬老の日 はながたおこのみやき

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564219590/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25pY2VpbGx1c3QuY29tLyVFNSU5NSU4NiVFNyU5NCVBOCVFMyU4MyU5NSVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQ18lRTclODQlQTElRTYlOTYlOTklRTMlODIlQTQlRTMlODMlQTklRTMlODIlQjklRTMlODMlODhfJUU2JTk1JUFDJUU4JTgwJTgxJUUzJTgxJUFFJUU2JTk3JUE1XyVFNSVBRCVBQl8lRTclQTclOEIv/RS=%5EADBNOrizfQg41mOiRgeFrCMnrVJBEI-;_ylt=A2RCL7BGxzpdqlIAoSqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220111/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3QtaW10LmpwL2FyY2hpdmVzLzAwNDEyOC8-/RS=%5EADBE.INhkLzPEdozw73W9nXUfWUW3Q-;_ylt=A2RCD05PyTpdNhQAJB6U3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564220248/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE4LzExL2Jsb2ctcG9zdF80My5odG1s/RS=%5EADBlmaq5LoEx58pMXQmnCvyaR7Z6TA-;_ylt=A2RCA9bYyTpdSWUAPQyU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564738382/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qYXBhbmVzcXVlLWxpZmUuY29tL2lsbHVzdC1vdHN1a2ltaQ--/RS=%5EADB3GYVaEmpYFiB8SxRs9TwpXxXA0w-;_ylt=A2RivbXOsUJdUiMAXgaU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1564738573/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdDIwMy5odG1s/RS=%5EADB3oAEHJBbAuJOhuEXjT4BreRsB1I-;_ylt=A2RivdCNskJdfH8A3UCU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-


栄養平均所要量 TEL　048-556-4561　FAX　048-553-2721
ｴﾈﾙｷﾞｰ/416kcal  ﾀﾝﾊﾟｸ質/9.8g　塩分/1.4g

キャベツ ミックスベジタブル キャベツ リーフレタス
ブロッコリーサラダ ツナとちんげんさいいため ひじきえだまめに マーボーとうふ
ミートボールナポリタン ほしがたポテト ミニアメリカンドック パイン
ごもくごはん さけフレーク ごましおごはん のりたまふりかけ

ちゅうかスープ

バナナ・ピーナッツ・大豆) リーフレタス スパソテー デミソース
バンサンスー やさいカレーいため かにしぐれサラダ タコさんウィンナー スパソテー

おさつスナックフライ おうとう おかかごはん ツナサラダ
たらこフレーク ﾐﾆﾊﾞﾀｰﾛｰﾙ・ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ メープルプチケーキ

ﾁｮｺﾚｰﾄｼﾞｬﾑ ひじきごはん
やさいスープ コンソメスープ

おこのみソース チーズサラダ バナナ・ピーナッツ・大豆)
やきそば グリーンサラダ
はっぽうさい あつやきたまご
かにしゅうまい オレンジゼリー
ビーフふりかけ きゃべつスープ

わふうきのこソース はなサラダ キャベツ ツナマカロニ
にくじゃがトマトあじ りんご タルタルソース ポテトサラダ
チキンナゲット ミニバターロール ひじきに たこやき
しらすわかめごはん ごまロール とりそぼろごはん

マーガリン たまごふりかけ さつまじる
コンソメスープ

キャベツ
こまつなベーコンソテー
とうにゅういりごもくしんじょ

やさいふりかけ ※（　）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9月　老本幼稚園献立表

行田給食センター

月 火 水 木 金
6

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質13.1g　塩分3.2g

418kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.9g　塩分1.5g

467kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.6g　塩分2.7g 402kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.1g　塩分1.1g

9 10 11 12

(小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

(小麦・大豆・鶏肉・豚肉) (小麦・乳・大豆・鶏肉) (小麦・大豆)

396kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.7g 491kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.6g　塩分2.3g480kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分2.7g 428kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質9.5g　塩分3.4g

(鶏肉・豚肉）

にくだんごてりやき

ハムステーキ

(大豆・鶏肉) (乳・小麦・鶏肉・豚肉）
ポークビーンズ

ミネストローネ ちゅうかどん チキンカレー
(卵・小麦・大豆) (小麦・豚肉・鶏肉) (豚肉・鶏肉・大豆・ごま・えび・いか) (小麦・乳・豚肉・鶏肉・りんご

2017 18 19

※給食に使用される主な食材・産地※

とりにくバーベキュー

397kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.5g　塩分1.0g

(大豆・ごま・鶏肉)

30

じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬

玉葱 北海道 胡瓜 埼玉・福島

品名 産地 品名 産地

お米 埼玉 レタス 長野

23 24 25 26 27

秋分の日 とうふハンバーグ マカロニクリームに しろみさかなフライ

エビチリ
（小麦・乳・大豆・鶏肉） (大豆・豚肉・鶏肉) (豚肉・小麦・大豆) (卵・小麦・えび)

2 3 4 5

ひじきコロッケ こばんがたつくね ポテトスープ ぶたにくのしょうがやき

(小麦・乳・大豆)

448kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.4g　塩分1.2g 95kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質2.5g　塩分0.9g

378kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質7.3g　塩分1.3g 459kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質10.9g　塩分0.9g 41kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質1.1g　塩分0.5g 422kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質12.0g　塩分1.1g

(大豆・鶏肉・豚肉)

13

カレー とりのてりやき ﾍﾞｰｺﾝﾄﾏﾄﾌﾗｲ かぼちゃグラタン うさぎがたハンバーグ

（小麦・卵・乳・大豆・豚肉）

426kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質14.3g　塩分1.1g 401kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.7g　塩分2.2g

敬老の日 はながたおこのみやき

496kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質11.9g　塩分2.5g 353kcal ﾀﾝﾊﾟｸ質8.8g　塩分0.6g

16
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