
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
マミー74kcal カルピス33kcal りんごジュース65kcal レモネード30kcal

ごはん ごはん ごはん チキンカレー
みそ汁 すまし汁 みそ汁 コンソメスープ
厚揚げとなすの炒め物 たらのみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き 豚肉の生姜炒め レタスのハムサラダ

かぶの甘酢和え 金平ごぼう きゅうりのカニカマ和え フルーツヨーグルト

高菜漬け 赤かっぱ漬け フルーツカクテル缶 福神漬け
マンゴー缶 杏仁豆腐 なすの浅漬け

519kcal 3.0g 487kcal 3.3g 560kcal 3.0g 560kcal 3.4g
セレクト たい焼き94kcal 手作り水ようかん81kcal マドレーヌ96kcal

6 7 8 9 10 11
グレープジュース71kcal マミー74kcal 紅茶　38kcal はちみつレモン45kcal カルピス33kcal りんごジュース65kcal

ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん
みそ汁 みそ汁 みそ汁 すまし汁 みそ汁
擬製豆腐 かれいの煮付け 肉じゃが 鶏肉の照り焼き あじフライ 豚皿
ひじきの煮物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜と蒸し鶏の和え物 ブロッコリーの卵サラダ カリフラワーの土佐煮 小松菜のごま浸し えんどうの塩炒め

パイン缶 キウイフルーツ 白桃缶 りんご缶 三色豆煮 洋梨缶
きゅうりの浅漬け のり佃煮 しその実漬け 刻みたくあん 青かっぱ漬け

558kcal 3.3g 451kcal 3.4g 561kcal 3.6g 564kcal 3.5g 514kcal 3.2g 490kcal 3.3g
プリン 73kcal あんドーナツ100kcal レモンケーキ116kcal セレクト 抹茶ロールケーキ99kcal 酒まんじゅう109kcal

13 14 15 16 17 18
カルピス33kcal りんごジュース65kcal レモネード30kcal マミー74kcal 紅茶　38kcal グレープジュース71kcal

ごはん ポークカレー ごはん ごはん ゆかりごはん ★お赤飯
すまし汁 コンソメスープ みそ汁 みそ汁 すまし汁 すまし汁
ほっけの照り煮 コーンサラダ ぶりの葱ソース ●がめ煮 松風焼き 天ぷら盛り合わせ
ブロッコリーのごま和え フルーツヨーグルト 白菜の梅風味和え 揚げなすのおろし煮 小松菜と油揚げの煮浸し 五目卵焼き

おかか昆布 福神漬け 洋梨缶 金時豆煮 パイン缶 ほうれん草の菊花和え

白花豆煮 しその実漬け 白菜漬け さくら漬け 寿かまぼこ/ぶどう缶

488kcal 3.2g 554kcal 3.5g 544kcal 3.4g 516kcal 3.0g 564kcal 3.4g 554kcal 3.1g
ヨーグルトケーキ70kcal バニラアイス134kcal 栗まんじゅう101kcal いちごババロア78kcal セレクト 秋の和菓子72kcal

20 21 22 23 24 25
りんごジュース65kcal 紅茶　38kcal カルピス33kcal はちみつレモン45kcal グレープジュース71kcal マミー74kcal

ごはん 麦ごはん ミートソース ごはん ごはん
すまし汁 みそ汁 　　スパゲティ みそ汁 豚汁

わかめスープ 親子煮 豆腐のそぼろ野菜あん コンソメスープ さんまの塩焼き 赤魚の生姜煮
えびしゅうまい 三色ナムル とろろ芋 シーザーサラダ いんげんの白和え きゅうりとわかめの酢の物

杏仁豆腐 黄桃缶 うぐいす豆煮 フルーツゼリー みかん缶 三色豆煮
サーサイ さくら漬け キャベツの浅漬け 青かっぱ漬け 高菜漬け

580kcal 3.0g 524kcal 3.1g 500kcal 3.0g 573kcal 3.2g 537kcal 3.1g 434kcal 3.2g
エクレア90kcal お月見まんじゅう86kcal コーヒーゼリー78kcal ワッフル81kcal どら焼き72kcal セレクト

27 28 29 30
カルピス33kcal グレープジュース71kcal レモンティー39kcal マミー74kcal

ごはん ごはん まいたけごはん
みそ汁 中華スープ けんちん汁

コンソメスープ さばのおろしがけ ホイコーロー 銀鮭の塩焼き
ポテトサラダ ｶﾘﾌﾗﾜｰの卵炒め 春雨サラダ オクラのおかか和え

フルーツヨーグルト 漬物 キウイフルーツ 白桃缶
うずら豆煮 のり佃煮 青かっぱ漬け

657kcal 2.5g 595kcal 3.3g 559kcal 3.4g 510kcal 3.3g
抹茶まんじゅう110kcal セレクト りんごケーキ115kcal ぶどうフルーチェ37kcal

　博多の方言で「よせ集める」という意味の「がめくりこむ」から名前がついたという説。

　豊臣秀吉が朝鮮に出兵する時に博多に立ち寄り、スッポンを捕まえて野菜と煮たことから、

9月献立表

★ ９月１８日（土）
『敬老の日』行事食を予定しています。

たぬきうどん

中華丼

＊数字はエネルギーと塩分量です。

　「がめ煮」という名の由来にはいくつかの説があります。鶏肉や野菜などいろいろな材料を使うので、

　スッポンの博多弁「がめ」からきたという説があります。  （出典：農林水産省ホームページ　）

ハヤシライス

●９月１６日(木)　【福岡県郷土料理：がめ煮】について 　      
　　鶏肉を里芋、ごぼう、人参、たけのこなどと一緒に煮込む、別名は筑前煮です。
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