
曜 こんだてめい

水

セ′ιフトック フランクフルト ぎゅうにゅう バン さとう
589

ヽ0 7:J―ンサラタ 扁 ぽ キャ ツ`・きゅうり あぶら

うすらにすこの,さいスー7 うずらたまご″く‐コン ケンタン,,イ ■フ・
=人

たまねぎ。しめじ じゃがいも 23.3

2 木

ぶたにくのしょうが,き ぶたにく さゅうにゅう ピーマン しょうが・キャベツ・たまねぎ こめ・むぎ あぶら
597

いとかつお ゆかり もやし・きゅうり さとう ごま

だしこんぶ にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ 23_9

_無 __二生⊇型二2上ヱ旦二_摯 とりにく ぎゅうにゅう トマト・にんじん たまねぎ・にんにく
612

＼tう  かみかみ千―スサラタ  1雪 r チーズ・しらすばし にんじん キャベツ・きゅうり あぶら

こくこうビーンス だいず こくとう・さとう 26.5

月

r-fi とうふ・ぶたにく・みそ ぎゅうにゅう にんじん・ねe こめ さとう‐Cんぶん あぶら
609

ゆ にんじん もやし,き ゅうり さとう ごまあぶら

しらすばし・ひじき ご ま 23.8

7

ホキ ぎゅうにゅう ねぎ たまねざ・しょうが あぶら
599

いとかんてん にんじん キャベツ さとう ご ま

こうふのみそしる 0うふ・み●●Ⅲ′■t だしいりこ にんじん・ねぎ たまねざ・ぇのきたけ 24_4

水
_鑢 ___重墜堅塾三ニイカじ‐ __躊_ ぶたにく・だいず ぎゅうに0う にんじん たまねぎ・にんにく̀しょうが ノヾ )/ あぶら

ベ ーコン チンケン●1 1■ 0人 たまねぎ・しめじ ラビオリ

とうもろこし 23.8

木

いわしのかんうに いわし ぎゅうにゅう こめ・むぎ
608

み そ にんじん さとう あぶら

つぼんじる だしこんぶ にんじん だいこん・ごぼう・しいたけ こんにゃく 23.4

10 「
i三二主豆グスパゲティ ツナ・ハム ぎゅうにゅう・わかめ にんじん 、ヽ ′せo｀ ,●―ン まヽ●

=
′● 力●アテ●生 ) あぶら

630
く√ こぴなこ力 I′ 力 I′ フライ 撃

『

| きびなご じゃがいも あぶら
ι:んごジャム りんごジャム 24_6

13 月

ぎゅうにく,ぶたにく ぎゅうにゅう トマト・にんじん こめ・むぎ・じゃがせヽ あぶら
625

だいず しらすぼし にんじん キャベツ・きゅうり さとう
ゼリーのもと りんごかじゅう・うめかじゅう さとう 19_4

14 火

さば ぎゅうにゅう しょうが こめ
676 `｀  けるさめのすのもの  理撃|

にんじん キャベツ・さゅうり・コーン はるさめ・さとう ご ま

かきたすじる にんじん・ねぎ たまねぎ・えのきたけ でんぶん 25.5

15 水 タ

ぎゅうにゅう にルじル・チングンサイ バン・でんぶん あぶら
581

ぎょうざ

もも 24.7

16 木

と,●Ⅲであ
`ヽ

あげ ぎゅうにゅう にんじん・にら こめ・むぎ・こんやく あぶら
600

・.: じゃかいものいそからめ ]『 |:

ベーコン あおのり たまねぎ じやがいtrさとう あぶら

たくあんのこ孝あえ にんじん もやし・たくあんづけ ごま 19.7

17

コーンシチュー :り にく・いんげんヽ め ぎゅうにゅう・チーズ にんじん たまねぎ・コーン ノ`ン・じゃがいも バダー

ツサ キャ ツ`・きゅうり さとう あぶら

アーモンド 23.4

20 月

レイシこぶたにくのいためもの ぶたにく。みそ ぎゅうにゅう ごまあぶら
582

ざぜん手の だいず こくとう・さとう

にらにすじう 燃晨:´ だしこんぶ にんじん。ニラ たまねぎ・えのきだけ でんぶん 22.3

火

こうやどうふ・とりにく ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ こめ・さとう・でんぶん あぶら
616

'メ   えだきめのすのもの  菫翼 きゅうり・ぇだまめ こ/υ にゃく・さとう ごま

キャベツのみそしる

22 水
_}― 、  二望J墨 :′ やこそ:ず __撼紫たメヽ 1●ぐ ,"攀ぼ● ぎゅうにゅう ねぎ あぶら 598
~｀/ ~~~百五τ戸サラダ丁

~~議
♂ ツナ にんじん コーン・たまねぎ あぶら 24.4

ぶたにく チーズ・ぎゅうにゅう にんじん たまねぎ・にんにく‐しょうが こめ・むざ・じゃが,ヽも
670

こιlぼしだいこんのそくせ●つけ にんじん キャベツ・きりばしだいこメロ さとう ご ま

7′ι―ツヨークルト ヨーグルト おうとう。パイン・みかん 19_1

24

あじ たら ぎゅうにゅう ):>. ):>a
にんじん たまねぎ・キャベツ・コーン あぶら

ミネストローネ ベ ーコン チーズ トマト・にんじん マカロニ・じゃがいも あぶら 22.2

や :"qli{.u}i に/νじノυ たまねぎ・しいたけ あぶら
631

ツ

しおこんぶ にんじん もやし ごま

しらすばし さとう アーモンド 22_9

28 火

いわし きゅうにゅう
627111 トマトこあおじそのあえもの トマト・しそ たまねぎ さとう あぶら

すいこんじる かまばこ・あ らゞあIザ だしヽ りヽこ にんじん。ねぎ とうがん。しいたけ 20.8

29 水

Gり、 きつねうこん ぎゅうにゅう・だしこんぶ にんじん。ねぎ たまねぎ・しいたけ パン・さとう。うどん
578

こぼうサラダ Lユプ にんじん ごぼう。もやし・きゅうり

す

"西
弓τビ=丁百:′= ももゼリー 21.3

30 木
ぶたにく。だいず ぎゅうにゅう・チーズ たまねぎ・にんにく・キャベツ ●醸 ‐

'●
|おん あぶら

‐ ・
●ずくこた手このスー71意 , もずく たまねざ・えのきたけ でんぷん ごまあぶら

24_1

6月 こんだてひょう

日

金

さヵ16oゎこソースか I・r …

火

575

金

_ __三 1■9レ.4,:型三___総

だしこんぶ

568
金

イ
´｀`

ヽ

21

囃蟹i:,  ポークカじ―   醸 あぶら
23 木

605
金

27 月

604


