
区分 ★健康づくりにつながる食育推進計画 03/01(金) 03/02(土)
　塩分の過剰摂取や野菜不足などの栄養の偏りや朝食の 卵ボーロ 野菜せんべい

欠食は、肥満や生活習慣病の危険因子とされています。 牛乳 牛乳
乳・幼児期から高齢期まで、健康の維持・増進につながる ホットドッグ
食育の取り組みを推進します。 クリームシチュー

・朝食を毎日食べる・減塩に注意する・食事バランス　 マカロニサラダ

☆ 知内町の食育推進体制 くだもの､牛乳
＊関係部署と住民・組織・関係機関・団体等とが横断的な ホームパイ
連携を図りながら取り組みを進めます。 ヨーグルト

合計 （計画期間は、健康増進計画と統合し平成３０～３９年度まで） 825kcal た:30.7g 塩:1.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 03/04(月) 03/05(火) 03/06(水) 03/07(木) 03/08(金) 03/09(土)
ウエハース 野菜せんべい ハイハイン 卵ボーロ カルシウムボーロ えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん ロールパン
麻婆大根 つくね串 高野豆腐の卵とじ カルボナーラ エビカツ
松風焼き 切干大根の煮物 金時煮豆 ジャーマンポテト 4色ナムル
海藻スープ だんご汁 どさんこ汁 コンソメスープ 中華スープ

ゼリー 牛乳
きな粉もち クッキー のりせんべい あられ ビスコ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 804kcal た:39.2g 塩:1.9g 611kcal た:21.1g 塩:1.6g 704kcal た:30.8g 塩:1.5g 1185kcal た:35.7g 塩:2g 710kcal た:26.6g 塩:1.7g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 03/11(月) 03/12(火) 03/13(水) 03/14(木) 03/15(金) 03/16(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん サンドイッチ
ポークカレー チーズフライ 魚の塩焼き きつねうどん グラタン風煮
杏仁豆腐 コーンサラダ なめ茸和え かき揚げ コロコロサラダ

かき玉汁 さつま汁 金時煮豆 ヨーグルトサラダ コンソメスープ

くだもの みそ汁 くだもの､牛乳
蒸しパン フルーチエ せんべい ﾐﾆﾄﾞｰﾅｯﾂ ホームパイ
牛乳 おかし ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 864kcal た:30.6g 塩:1.6g 692kcal た:24.8g 塩:1.9g 535kcal た:22.5g 塩:1.6g 733kcal た:22.6g 塩:1.8g 854kcal た:36.8g 塩:3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 03/18(月) 03/19(火) 03/20(水) 03/21(木) 03/22(金) 03/23(土)
ウエハース 野菜せんべい ハイハイン 卵ボーロ ラスク
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ココアパン
かき揚げ丼 五目卵焼き 八宝菜 春分の日 スープカレー
人参しりしり 春雨の酢の物 しゅうまい お休み 巣ごもり卵
みそ汁 八杯汁 鶏ごぼう汁 くだもの､牛乳
フルーツポンチ チーズおかき ごませんべい ポッキー

牛乳 ジョア ヨーグルト
合計 742kcal た:22.1g 塩:1.9g 633kcal た:24.4g 塩:1.9g 735kcal た:34.5g 塩:1.8g 0kcal た:0g 塩:0g 609kcal た:25.8g 塩:1.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 03/25(月) 03/26(火) 03/27(水) 03/28(木) 03/29(金) 03/30(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 豆せんべい
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん チーズバーガー

豚丼 だし巻き玉子 味噌金平 にゅうめん ギョウザスープ
小松菜のごま和え クラムチャウダー 鶏しお鍋 磯辺揚げ 元気サラダ
なめこ汁 ほうれん草とコーンサラダ うぐいす豆の甘煮 ヨーグルトサラダ 牛乳

ぜりー
フルーツゼリー クッキー のりせんべい あられ ホームパイ
おやつ作り 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 921kcal た:28.4g 塩:1.6g 720kcal た:24.3g 塩:2.2g 635kcal た:24.5g 塩:1.4g 923kcal た:23.2g 塩:2.4g 722kcal た:29.4g 塩:2.3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

☆牛乳は毎日つきます
☆水曜日は「おにぎり」の日です。お子さんの食べられる量を持たせてください。
☆献立は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
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