
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
コーヒー牛乳63kcal マミー74kcal ぶどうジュース71kcal アップルティー15kcal いちごオレ60kcal
広東麺 ごはん ターメリックライス ごはん ごはん
冬瓜の炒め物 中華スープ コンソメスープ すまし汁 みそ汁
なすとオクラの煮浸し 鶏団子の甘酢あん チキンストロガノフ 牛肉のポン酢炒め ぶりの葱ソースかけ

みかん缶入りｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ 野菜と桜えびの炒め物 ズッキーニのサラダ キャベツのお浸し ●こっぱなます●

ザーサイ 洋梨缶ヨーグルト キウイフルーツ ぶどう缶
うぐいす豆 漬物 つぼ漬け

621kcal 4.1g 514kcal 3.2g 594kcal 3.5g 576kcal 2.9g 571kcal 2.4g
セレクト りんごケーキ124kcal サラダせんべい70kcal チョコワッフル81kcal フルーチェ45kcal

7 8 9 10 11 12
野菜ジュース26kcal りんごジュース65kcal カルピス39kcal ミルクティー47kcal レモネード30kcal ココア106kcal
バターチキンカレー ごはん ごはん 山菜おこわ ゆかりごはん ごはん
コンソメスープ みそ汁 すまし汁 すまし汁 みそ汁 すまし汁
コーンサラダ 厚揚げときのこの卵とじ メンチカツ 秋鮭のきのこあん 白身魚の菜種焼き 豚肉のすき焼き風

りんご缶ヨーグルト じゃが芋金平 ｶﾘﾌﾗﾜｰのﾋﾟｰﾅｯﾂ和え なすの利休煮 かぼちゃのバターしょうゆ もやしののり和え

福神漬け 白菜漬け フルーツカクテル 桜漬け ぶどう缶 昆布佃煮
三色煮豆 たいみそ フルーツ杏仁 ザーサイ 洋梨缶

596kcal 2.9g 536kcal 3.4g 573kcal 2.7g 512kcal 3.0g 5１6kcal 3.0g 540kcal 3.2g
かっぱえびせん59kcal 黒糖まんじゅう106kcal セレクト ホットケーキ77kcal もみじまんじゅう104kcal レモンケーキ139kcal

14 15 16 17 18 19
ぶどうジュース71kcal オレンジジュース65kcal いちごオレ60kcal キャラメルミルク85kcal マミー74kcal コーヒー牛乳71kcal

たぬきうどん ごはん さつま芋ごはん ごはん ごはん ごはん
かぶの煮物 みそ汁 すまし汁 みそ汁 中華スープ コンソメスープ
豆とﾁｰｽﾞのサラダ 豚肉と野菜の旨煮 豆腐ｽﾃｰｷそぼろあん さんまの生姜焼き 回鍋肉 鶏肉と野菜の蒸し煮

黄桃缶入りﾋﾟｰﾁｾﾞﾘｰ 大根のツナ炒め 白菜の塩昆布炒め ひじきの炒め煮 ぜんまいのナムル エンドウのﾊﾞﾀ-炒め

白桃缶 パイン缶 りんご缶 つぼ漬け バナナ
たくあん 青かっぱ漬 白菜漬け 白花煮豆 しば漬け

521kcal 4.7g 498kcal 2.4g 541kcal 4.0g 562kcal 3.2g 517kcal 2.8g 530kcal 3.1g
紫芋まんじゅう105kcal 小倉あんパイ117kcal バームクーヘン105kcal 紅茶ケーキ69kcal ぽたぽた焼き61kcal セレクト

21 22 23 24 25 26
ピーチティー15kcal カルピス39kcal レモネード30kcal りんごジュース65kcal ミルクティー47kcal ぶどうジュース71kcal

ごはん ごはん ごはん わかめごはん ごはん ビーフカレー
中華スープ すまし汁 みそ汁 中華スープ みそ汁 コンソメスープ
海鮮八宝菜 赤魚のみそ焼き 蒸し魚の香味だれ にら玉 サバの竜田揚げ いんげんのサラダ

もやしのｻﾞｰｻｲ和え 鶏ごぼうの炒り煮 れんこんのごま炒め カリフラワーの中華炒め ほうれん草の炒め物 白桃缶ヨーグルト
フルーツカクテル しば漬け りんご缶 パイン缶 黄桃缶 福神漬け
三色煮豆 洋梨缶 かぶ浅漬け つぼ漬け 赤かっぱ漬け

503kcal 3.3g 496kcal 2.6g 490kcal 3.2g 590kcal 3.9g 550kcal 2.6g 640kcal 3.2g
ワッフル76kcal キャラメルバウム99kcal 黒ごま蒸しパン204kcal どらやき72kcal セレクト かっぱえびせん59kcal

28 29 30 31
マミー74kcal いちごオレ60kcal オレンジジュース65kcal コーヒー牛乳71kcal

ごはん チャーハン ごはん ごはん
すまし汁 中華スープ みそ汁 みそ汁
白身魚の和風ムニエル 焼きぎょうざ ハンバーグおろしソース アジの生姜焼き
切干大根柚子こしょう和え かぶのサラダ ｽﾞｯｷｰﾆとﾊﾑの和え物 大根のつや煮
みかん缶 りんご缶 白菜漬け ぶどう缶
青かっぱ漬け ザーサイ 黄桃缶 金時煮豆

512kcal 3.2g 576kcal 4.6g 582kcal 3.4g 548kcal 2.6g
セレクト あんドーナッツ95kcal 雪の宿65kcal かぼちゃプリン103kcal

10月分献立表

　　　（出典：福井県観光連盟ホームページ）　　　　　　　　　　＊今月の10日（木）に体育の日の行事食を予定しております。

歯ざわりのよい大根を、ごまとからし酢みそであえたコクのある料理です。

もともとは大根をかんなで削って作ったことに由来しています。シャッキシャッキとした

伝わるというめずらしい伝承料理です。こっぱ（かんなくずのこと）なますという名前は、

【こっぱなます】とは、福井県・敦賀市の中でも、五幡（いつはた）と挙野（あげの）ふたつの集落にだけ

10月5日(土)実施　【福井県の郷土料理：こっぱなます】について
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