
1 焼きそば 2 鬼ライス 3 お別れ遠足 4 麦ごはん 5 麦ごはん 6 カレーライス
レタススープ けんちん汁 イカスミ 汁 ポパイスープ みそ汁
り んごサラダ えびの天ぷら 人参しり し り チキンの照り 焼き コールスロー
果物 大豆甘煮 和え物 千切り イリ チー 果物
チーズ 果物 果物 果物 チーズ

8 麦ごはん 9 夕焼けごはん 10 オムライス 11 12 パン 13 胚芽ごはん
ゆし豆腐 みそ汁 白菜豆乳スープ 白菜スープ そう めん汁
豚肉の生姜焼き えび天ぷら もずく 酢 魚のグラタン 焼きサバの生姜焼き

白菜の昆布漬け 和え物 果物 カボチャサラダ 筑前煮
果物 果物 果物 果物

お茶・ クラッ カー

ヨ ーグルト ケーキ

15 麦ごはん 16 カレーライス 17 胚芽ごはん 18 麦ごはん 19 麦ごはん 20 焼きそば

わかめスープ みそ汁 根菜汁 イカスミ 汁 ポパイスープ レタススープ
ひじきバーグ コールスロー 魚ごま味噌漬け焼き 人参しり し り チキンの照り 焼き り んごサラダ
青菜と卵の炒め 果物 納豆和え 和え物 千切り イリ チー 果物
果物 チーズ 果物 果物 果物 チーズ

ホッ ト ココア
ラスク

22 麦ごはん 23 24 麦ごはん 25 胚芽ごはん 26 パン 27 オムライス
ゆし豆腐 みそ汁 そう めん汁 白菜スープ 白菜豆乳スープ

豚肉の生姜焼き 天皇誕生日 鮭のポテト 焼き 焼きサバの生姜焼き 魚のグラタン もずく 酢

大豆甘煮 白菜の煮浸し 筑前煮 カボチャサラダ 果物
果物 果物 果物 果物

お茶
パン

愛 護 保 育 園令和3年

月

カラフルゼリ ー
お茶　 節分ミ ッ クス 保育ミ ルク

フライド ポテト

火 水 木 金

お茶

お好み焼き

ぜんざい

保育ミ ルク

スープスパゲティ もちもちド ーナッ ツ いなり 寿司

保育ミ ルク 保育ミ ルク
誕生日ケーキ黒糖かり んと うホッ ト ケーキ

社 会 福 祉 法 人

クラッ カー 保育ミ ルク お茶

土

ヤクルト
みそおにぎり

お茶お茶
いなり 寿司

ホッ ト ココア
パン

保育ミ ルク
パンスコーン

お茶
パン

お茶
みそおにぎり

お茶
芋

保育ミ ルク
アガラサー

保育ミ ルク

ノロウイルスは感染者の便や嘔吐物に
よって、人から人へ感染するウイルスです。
ノロウイルスは人の腸管のみで増殖し、

食品中などで増えないという特徴があり、
特に冬に感染が増える傾向にあります。
また、アルコール消毒もあまり効果がな

いと言われています。

ノロウイルスとは？ ノロウイルスの感染原因

1．食品からの感染
ノロウイルスのいる便や嘔吐物が手につき、手洗い方法が悪いと、食

品（十分に加熱しないで食べるサラダ・寿司・サンドイッチなど）に触れ
たり、汚染された二枚貝（カキ・シジミ）などが原因でなることがあります。
2．人からの感染
感染者の便や嘔吐物が直接、またはトイレのドアノブ等の身の回りを

汚染した場所に触れ、あるいは乾燥して塵となり浮遊したウイルスが口
に入ることにより感染することがあります。

ノロウイルス感染を予防しよう！

1．食品は十分に加熱調理して食べるようにしましょう。

ノロウイルスは、８５℃で１分以上加熱することによって感染力がうしなわれます。
2．食事や調理をする前、トイレに行った後は必ずよく手を洗いましょう。

3．調理器具は常に清潔に保ちましょう。

まな板や包丁などは洗剤でよく洗ったあと、塩素液（濃度200ppm）に浸して消毒し、その後塩素液を水洗いするようにしま

しょう。

4．感染者が使用したものや触れたものは消毒しましょう。

食器、下着、トイレのレバー、トイレのふた、ドアノブなども塩素液（濃度200ppm）で消毒し、金属部分は10分後に水拭きしま

しょう。

＊消毒用塩素液の作り方 （一般的な家庭用塩素系漂白剤（濃度6％）を利用）

10mlの漂白剤を3リットルの水で薄めます。

「恵方巻き」とは、節分の日に、恵
方（吉方）に向かって太巻きを丸か
じりする習わしです。今年の恵方は
「東北東」です。

ご注意ください！



令和３年
　 　愛護保育園

　　　　

1 2 3 弁当会 4 5 6
おにぎり（おかゆ）

けんちん汁（清まし汁）

人参しりしり（人参しりしり）

チーズ 納豆和え（納豆和え）

果物 チーズ
ミルク 果物 ミルク

パン フライドポテト

8 9 10 11 12 13

果物 ミルク
ミルク（ミルク）

みそおにぎり

15 16 17 18 19 20
おにぎり（おかゆ）

けんちん汁（清まし汁）

人参しりしり（人参しりしり）

納豆和え（納豆和え） チーズ

果物 チーズ 果物

果物 ミルク ミルク

スープスパゲティ

22 23 24 25 26 27

ミルク

みそおにぎり

（人参のしらす和え）

けんちん汁（けんちん汁）

魚の天ぷら（魚の煮物）

大豆煮

果物

ミルク

(ヨーグルト和え)・節分ミックス

パン

夕焼けご飯（しらす雑炊）

オムライス（雑炊）

白菜ミルクスープ

社会福祉法人

月 火 水 木 金 土

鬼ライス（しらす雑炊）

（切り干し大根煮）

ミミガーの和物（コロコロきゅうり）

魚の天ぷら（魚の煮物）

みそ汁（みそ汁）

スコーン

カラフルゼリー ホットココア（ミルク）

いなり寿司（おかゆ）

お好み焼き （野菜雑炊）

保育ミルク

焼きそば（煮込みそば）

レタススープ（スープ）
りんごサラダ（りんごサラダ）

胚芽ご飯（お粥）

根菜汁

ミルク

豚肉の生姜焼き 焼き鯖の生姜煮（煮魚） 魚のグラタン（魚のグラタン） もずく酢

（豚肉と野菜の煮込み） 筑前煮（筑前煮） かぼちゃサラダ 果物

天皇誕生日

ホットケーキ 誕生日ケーキ （野菜雑炊） (蒸しパン)

白菜の昆布漬け（白菜の柔らか煮） 果物

ミルク　果物

蒸しパン

ミルク

保育ミルク 保育ミルク

（かぼちゃマッシュ）

ミルク　果物

おにぎり（おかゆ） おにぎり（おかゆ）

（人参のしらす和え）

保育ミルク保育ミルク

焼きそば（煮込みそば）

レタススープ（スープ）

パン（パン粥）

ゆしトーフ（ゆしトーフ） そうめん汁（そうめん汁） 白菜スープ（白菜スープ）

チキンの照り焼き（鶏肉のほぐし）

千切りイリチー

ミルク　果物

りんごサラダ（りんごサラダ）

ミルク

いなり寿司（おかゆ）

青菜と卵の炒め（青菜の卵とじ）

ミルク

保育ミルク

(蒸しパン)

赤ちゃんカレー（おかゆ）

（野菜と豚肉の煮物）
みそ汁

コールスロー

おにぎり（芋粥）
ポパイスープ（ポパイスープ）

アガラサー

赤ちゃんカレー（おかゆ）

（野菜と豚肉の煮物）
みそ汁

コールスロー

麦ぜんざい

（卵雑炊）

おにぎり（おかゆ）
わかめスープ（わかめスープ）

ひじきバーグ（ひじきバーグ） 白身魚の味噌煮（つぶし）

納豆和え

果物

ミルク

ホットココア（ミルク）

ラスク

おにぎり（芋粥）
ポパイスープ（ポパイスープ）

チキンの照り焼き（鶏肉のほぐし）

千切りイリチー

（切り干し大根煮）

ミルク　果物

保育ミルク

もちもちドーナッツ

赤ちゃんカレー（おかゆ）

（野菜と豚肉の煮物）

ソフトせんべい

果物

ミルク

保育ミルク

かりんとう風

おにぎり（おかゆ）

ゆしトーフ（ゆしトーフ）

豚肉の生姜焼き

（豚肉と野菜の煮込み）
白菜の昆布漬け（白菜の柔らか煮）

ミルク　果物

保育ミルク

ホットケーキ

ソフトせんべい

オムライス（雑炊）

（蒸しパン）

果物

ミルク

パン（パン粥）

白菜スープ（白菜スープ）
魚のグラタン（魚のグラタン）

かぼちゃサラダ

（かぼちゃマッシュ）

ミルク　果物

白菜ミルクスープ

もずく酢

果物

ヨーグルトケーキ

おにぎり（おかゆ）

そうめん汁（そうめん汁）

焼き鯖の生姜煮（煮魚）

筑前煮（筑前煮）

パン

ノロウイルスとは？
ノロウイルスは人から人へ感染するウイルス
です。ノロウイルスは人の腸管のみで増殖し、
食品中などで増えないという特徴があり、特
に冬に多いのが特徴です。また、アルコール
消毒もあまり効果がないといわれています。

ノロウイルスの感染原因
１．食品からの感染
ノロウイルスのいる便や嘔吐物が手につき、手洗い方法が悪いと、食品（十分に加

熱しないで食べるサラダ・寿司・サンドイッチなど）に触れたり、汚染された二枚貝（カ
キ・シジミ）などが原因でなることがあります。
２．人からの感染

感染者の便や嘔吐物が直接、またはトイレのドアノブなどの身の回りを汚染した場

所に触れ、あるいは乾燥して塵となり浮遊したウイルスが口に入ることにより感染す

ることがあります。

ノロウイルス感染を予防しよ
１．食品は十分に加熱調理して食べるようにしましょう。

ノロウイルスは８５℃で１分以上加熱することによって感染力が失われます。
２．食事や調理をする前、トイレに行った後は必ずよく手洗いをしましょう

３．調理器具は常に清潔に保ちましょう。
まな板や包丁などは洗剤でよく洗った後、塩素液（濃度200ｐｐｍ）に浸して消毒し、その後塩素液を水洗いするようにしましょう。

４．感染者が使用したものや触れたものは消毒しましょう。
食器、下着、トイレのレバー、トイレの蓋、ドアノブなども塩素液（濃度200ｐｐｍ）で消毒し、金属部分は10分後に水拭きしましょう。

＊消毒用塩素液の作り方（一般的な家庭用塩素系漂白剤（濃度６％）を利用）
10mlの漂白剤を3リットルの水で薄めます。

＊( )は後期食です。

食後にミルクがつき

ます。

ご注意ください！

ノロウイルス
による食中毒
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