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やさいは、しゅんのじきにいちばんえいょうかがたかく、ふしぎとそのじき

にからだにひつようなえいようそがつまっています。
なつやさいには、ずいぶんやカリウムをほうふにふくんでいるものがおおく、

からだにこもったねつをからだのなかからクールダウンしてくれます。トマトや
キュウリなど、なまでたべられるものもおおいので、なつにふそくしがちなえい
ようそをかんだんにほきゅうできるのがなつやさいのちょうしょです。
なつやさいをたべて、あっさにまけないからだづくりをしましょう。

きゅうしょくにしようしているなつやさい

「かぼちゃJ rなすJ rとうがんJ rき ゅうり」

「ピーマンJ rねごろおうとうJ rと うもろこし」

ロ ・・ き 〈ねつやちからのもとになる) 0・・ あか〈ち、にく、ほねをつくる〉

$何軒の部舎により、献立を変更する渇8がありま菅.

合 ・・みどり〈からだのちょうしをととのえる〉

.7月分の給食費引き落とし限、 8月10日(金)になりますので、よろしくお願いします.
$ 宋納の乃についてほ、祁~山簡易鋭判断に支払白促申立を行いますので、こj主怠ください.



平成 30年度 7月分アレルギー表 岩根
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岩出市学校給食共同調理場

献 fI.. 名

パン 牛乳 パン(小麦大豆乳)

なす入りぺンネのポロネーゼ なす入りペンネのボロネーゼ{ペンネ(小麦)怒豚粉チーズ(乳)調味料(小麦 大豆牛豚 鶏))

かぼちゃサラダ(マヨネーズクラス1本) かぼちゃサラダ{ハム(卵 乳 豚 大 豆)} マヨネーズ(卵 大豆りんご)

ごはん ヨーグルト ヨーグルト(乳ゼフチン)

小松菜のみそ汁 小松菜のみそ汁[油揚げ(大豆)豆腐(大豆)調味料(大豆さぱ)} 

さんまのかぱ焼き さんまのかば焼き[調味料(小麦大豆)} 

豚井 牛乳 豚井{豚魅(小麦)調味料(小麦大豆)} 

とうもろこし

黒糖パン 牛乳 黒糖パン(小麦大豆乳)

七夕スープ 七夕スープ[鶏 豆腐(大豆)調味料(小麦大豆 鶏豚 ごま)} 

1¥ムカツ 青りんごゼリー ハムカツ(鶏豚小麦大豆乳) 青りんごゼリー(りんご)

ごはん さけふりかけ 牛乳 さけふりかけ(ごま小麦大豆乳さけ)

野菜のうま煮 野菜のうま煮[鶏高野豆腐(大豆)調味料(小麦大豆)} 

ピリ辛もやし ピリ辛もやし[1、ム( 卵 乳 豚 大豆)ごま 調味料(小麦 大豆ごま)} 

パン 牛乳 パン(小麦大豆乳)

かぼちゃポタージュ かぼちゃポタージュ[ベーコン(卵 乳豚大豆)牛乳(乳)調味料(小麦乳大豆豚鶏)) 

かみかみ甘酢サラダ かみかみ甘酢サラダ[ツナ(大豆)いかごま調味料(小麦大豆ごま)} 

わかめごはん 牛乳 わかめごはん(無)

紀州汁 紀州汁[豆鹿(大豆)調味料(小麦大豆さぱ)} 

さぱの塩焼き さぱの塩焼き(さぱ)

ごはん 牛乳

じゃが豚キムチ じゃが豚キムチ{豚キムチ(りんご小麦大豆さぱ)調味料(小麦大豆ごま)} 

パーグピカタ パーグピカタ(小麦卵乳牛大豆 鶏豚)

ロールI ~ン (2個 ) 牛乳 ロールI ~ン (小麦大豆乳)
冷やしうどん〈めんつゅう，ラス2本}キャベツとささみ由ごまずあえ 冷やしうどんlうどん(小麦)Jめんつゆ(小愛犬豆}キャベツとささみのごまずあえ(Qごま網瞭料{小麦大豆 ごま)J

中華メンチカツ 中華メンチカツ(小麦乳ごま大豆 鶏豚)

ごはん 牛乳

ひじきの五目煮 ひじきの五目煮{鶏 油揚げ(大豆)大豆 調味料(小麦大豆)} 

I、ンパーグ(和風きのこソース) ハンバーグ[1、ンパーゲ(鶏豚大豆小麦)調味料(小麦大豆)} 

ごはん 梅しそふりかけ牛乳 梅しそふりかけ(ごま小麦大豆乳卵ゼフチン)

冬瓜のすまし汁 冬瓜のすまし汁{豆腐(大豆)調味料(小麦大豆さぱ)} 

牛肉コロッケ 牛肉コロッケ(大豆牛小麦乳)

ピリ辛肉みそ井 牛乳 ピリ辛肉みそ井[鶏豚卵高野豆腐(大豆)調味料(小麦大豆ごま)} 

小松菜のじゃこあえ 小松菜のじゃこあえ{ちりめんじゃこ(えびかにいか)ごま 調味料(小麦大豆ごま)} 

岩出っこカレーフイス ジョア 岩出っこカレーフイス{鶏調味料(小麦 大豆 豚鶏りんご)} ジョア(手υ
フルーツポンチ フルーツポンチ[ゼリー(大豆もも りんご)} 

9月分アレルギー表 *9月の給食初日のアレルギーを記載しています。

牛乳 |パン(小麦大豆乳)

フルーツポンチ{ゼリー(大豆ももりんご)} 

ツナサラダハム、ノテー(ケチャッブソース)Iッナサラダlツナ(大亘)飼味料(小麦大豆 ごま))ハムソテーlハム(豚鶏)筒味料(小麦 大豆))

アレルギー物質を含む食品の表示(対象原材料27品目)を基本に表示しています。
卵乳小麦そぱ落花生あわびいかいくらえびオレンジかにキウイ牛肉 くるみ

さけさぱ大豆 鶏肉豚肉まったけももやまいもりんごゼラチン バナナごまカシューナッツ
牢牛乳は、アレルギー物質ですが常時使用していますので、表示をしていません。

* (無)・・・対象原材料27品目が食品に含まれていないことを意味します。
牢コンタミネーション(原材料としては使用されていなくても、製造工程で混入するおそれがある場合や、わかめ等の

海藻類に混入している場合等)については記載しておりません。

牢一部商品名を載せています。


