
薬でないけど常備役！！
ムシ歯を防ぐ・歯垢を除去する・口臭を防ぐ

プレミアムＮ（ナチュラル）

ご家庭に一本常備して健康な生活を過ごし

ましょう 100cc・・・・2,100円(税込)

㈱やくそうの島 天草社
ゆるっと天草食農ネットワーク

TEL・FAX0969-24-3697

Email:amanokusa0923@carol.ocn.ne.jp

天草市浄南町５９－３

No.３７４ ２０１０年９月６日

ゆるっと天草食農ネットワーク

旬 の た よ り
Web 旬のたより→http://myouse.com/yasai

添加物はチェックしていますか？
コンビニで購入したおにぎりなど、賞味期限は気にしますが、添加物はチェ

ックしていますか?

化学調味料や酸化防止剤、微生物が吐き出す粘りである増粘多糖類などが、

古米を新米風に炊くため、又、しっとり感やツヤを出すため植物油や乳化剤が

入っている場合があります。かつて食品総合商社で食品添加物のセールスを

した方が書いているのでリアルです

他に、手打ちうどんにグルテンを混ぜてコシのあるつるつるとした麺にし

たり、加工品の作業工程を短縮したり、安く売ることができたり・・・一般的

に 1 日平均１０㌘の食品添加物を摂っているそうです。年間４㌔!!です。

代表的な添加物

おにぎり 調味料〈アミノ酸〉、酢酸 Na、グリシン

味付のり 甘味料〈ステビア、カンゾウ〉、香辛料

梅おかか 加工澱粉など・・・

（季刊誌「九州の食卓」）。

いまから加工品を購入する時は、裏の表示物を見てみましょう。そしてでき

るだけ添加物が少ない食品を買いましょう。

厨房「三喜」では、できるだけ無添加調味料を使い、安心安全なお弁当を作る

ために頑張っています。保存料を使っていませんので、できるだけ早めにお召

し上がり下さい。

―「マクロビ通信」栄養士･野崎 ‘10 年 8 月、17 号より

★ 22年度産新米
生産者：苓北町 大田計満

内容量 5kg 特別栽培米（無農薬・無化成）

価 格：3,300 円

形 態：白米 玄米 ５分つき

※米の先行予約販売は終了しました。皆様のご注文ありがとうございました。

★黄金うどん 青さのり使用うどん
就労サポートセンター「ぴ～す」が製造する、

生うどん・青さのり入り生うどん。

当社でも取り扱いを開始しました。

内容量：300g 入り

価 格：（生うどん 230 円）（青さのり入り生うどん 240 円）

--是非ご賞味くださいませ--

9 月 9 日（木） 1 個 500 円

（彩りご飯 塩秋刀魚 肉団子 野菜巻き 等）・・・当日メニューに変更がある場合

があります。

無添加調味料・自然食品・特別栽培野菜使用

――ご予約はお早めに――

ご意見/ご感想募集中
毎週発行しております「旬のたより」を配布させて頂いております。

本たよりをさらに良いものにするため皆様からのご意見/ご感想を

お待ちしております。下記、電話・FAX・メール等でお知らせください。



9/6(月) 9/7(火) 9/8(水) 9/9(木) 9/11(土)9/10(金)

～お知らせ～
マクロビ弁当は火～金曜ま

での 1 日３0 食限定販売とな
ります。前日の午前中までに
ご予約お願いします。

当日でもお受け出来る場合
もございますが、メニュー変
更やお時間がかかりますので
ご了承下さい。

９時までにお電話でご相談
下さい。

マクロビ弁当とは・・・？？
肉、卵、乳製品を使わず、でき

るだけ地元の無農薬野菜を使っ
て作る穀物菜食の食事です。

★マークは新作メニューです。

もやいショップ三 喜
TEL27-5310TEL/FAX22-1545

（ 厨 房 ） （銀天街店）

ご注文・御予約は

※両面刷りです。裏面も是非ご覧下さい。

始めました（限定 20 食）

・ｻｸｻｸ白身魚のﾌﾗｲ
（タルタルソース）

・酢の物
・煮物 ・その他

716kcal

・野菜たっぷり豆腐ﾊﾞｰｸﾞ

・酢の物
・玉子料理 ・その他

601kcal

・豚カツ
（濃厚ソース）

・サラダ
・煮物 ・その他

780kcal

・地魚の天ぷら
（ウコン、青じそ）

・煮物
・青物おひたし ・その他

639kcal

・ポークステーキ
（特製味噌味）

・サラダ
・煮物 ・その他

601kcal

・玄米ごはん

・大豆たんぱくの唐揚

・青菜と切干し大根の梅和え

・★れんこんのﾌﾞﾗｯｸペッパー焼き

・漬物

・白玉の黒ごまソース

～～～～～～～～～～～～～

568Kcal

更年期症状の緩和

美肌

・ジューシー鶏の唐揚

・サラダ
・煮玉子 ・その他

800kcal

・雑穀ごはん

・★れんこんﾎﾞｰﾙと野菜のﾄﾏﾄ煮

・きゅうりの酢の物

・こんにゃくきんぴら

・漬物 手作りゴマ塩

・果物

～～～～～～～～～～～～～

552Kcal

肺と気管の強化

疲労回復

※食材等の都合により、メニューの変更がある場合がございます。どうぞご了承ください。

・雑穀ごはん

・5種の野菜コロッケ

・ひじきの煮物

・ごぼうきんぴら

・手作りゴマ塩

・豆乳の寒天

～～～～～～～～～～～～～

５62Kcal

貧血の予防

デトックス効果 ｲﾗｲﾗ解消

本日は
重陽の節供弁当のため

マクロビ弁当は
お休みします



お申込日

月 日
お届け希望日

月 日

お名前

会員番号（ 電話番号 ）

（ ）
備 考 (ご意見やご依頼ごとなど記入して下さい)

※食材等の都合により、メニューの変更がある場合がございます。どうぞご了承ください。 ※両面刷りです。裏面も是非ご覧下さい。

↑
こ
の
枠
の
中
に
希
望
分
の
数
を
記
入
下
さ
い
。

ご注文・御予約は

三 喜
TEL/FAX

22-1545

厨 房

個 円

煮しめセット

パック 円

280 kcal

435 kcal

318 kcal

9/6(月)
455 kcal

395 kcal

ハンバーグ
(1 個 300kcal )

鶏唐揚
(100g 350kcal )

生鮭の塩焼
(1 切れ 130kcal )

(1 切れ 180kcal )

トンカツ
(1 枚 320kcal )

ホタテステーキ
(100g 105kcal )

肉野菜炒め
(100g 120kcal )

ごぼうきんぴら
(100g 45kcal )

ゴーヤのゴマ和え
(100g 30kcal )

ひじき煮
(100g 67kcal )

肉じゃが
(100g 180kcal )

こんにゃくステーキ
(100g 20kcal )

酢の物
(100g 43kcal )

さばの味噌煮
(100g 206kcal )

鶏照り
(100g 220kcal )

卵焼き
(100g 128kcal )

(100g 100kcal )

9/7(火)

9/8(水)

9/9(木)

9/10(金)

・ｻｸｻｸ白身魚のフライ
（タルタルソース）

・酢の物

・煮物 ・その他

・ポークステーキ
（特製みそ味）

・サラダ

・煮物 ・その他

・豚カツ

・サラダ

・煮物 ・その他

・地魚の天ぷら

（ウコン・青じそ）

・煮物

・青物おひたし ・その他

ジューシー鶏の唐揚

・サラダ

・煮玉子 ・その他

塩鯖



2010年９月８日号

品名 内容量 価格 注文番号

にんにく 約100g \250 Ｗ０３３ 苓北町 大田計満さん 無農薬･無化成

天竺ピーマン 約300g \190 Ｗ０４１ 苓北町 大田計満さん 無農薬･無化成

新米 白米 5kg \3,300 Ｗ０６７ 苓北町 大田計満さん 無農薬･無化成

新米 玄米 5kg \3,300 Ｗ０６８ 苓北町 大田計満さん 無農薬･無化成

新米 5分つき 5kg \3,300 Ｗ０６９ 苓北町 大田計満さん 無農薬･無化成

黄金うどん(生） 300g \230 Ｗ０７０ 佐伊津町就労サポートセンターピース

青さ入りうどん(生） 300g \240 Ｗ０７１ 佐伊津町就労サポートセンターピース

自然農法玉ねぎ小玉 約600g \150 Ｗ０３９ 五和町 馬場照昭さん 無農薬･無肥料

サラダごぼう 約300g \150 Ｗ０４０ 五和町堤田千代喜さん 無農薬･無化成

かぼちゃ1,5～2kg 1玉 \250 Ｗ０６１ 五和町堤田千代喜さん 無農薬･無化成

ホワイト丸おくら 約150g \150 Ｗ０５２ 大矢野町平山明広さん 無農薬･無化成

モロヘイヤ 約150g \150 Ｗ０１７ 栖本町 今福茂人さん 無農薬･無化成

香り大葉 約10枚 \150 Ｗ０１２ 栖本町 今福茂人さん 無農薬･無化成

ゴーヤ 1本 \220 Ｗ０５５ 栖本町 今福茂人さん 無農薬･無化成

いもつる（皮むき） 約150g \150 Ｗ０２４ 栖本町 嶋村ユキエ無農薬･無化成

ゴーヤ 1～2本 \130 Ｗ０３７ 栖本町 早井国忠さん 無農薬･無化成

新さつまいも 約400g \170 Ｗ０５４ 栖本町 早井国忠さん 無農薬･無化成

新しょうが 約200g \200 Ｗ０６２ 栖本町 早井国忠さん 無農薬･無化成

玉ねぎ 1kg \220 Ｗ０５８ 苓北町 善徳 栄 無農薬･減化成

新さつま芋 約500g \200 Ｗ０６５ 栖本町 吉田 一志無農薬･無化成

おくら 100g \150 Ｗ０３８ 栖本町 吉田 保さん 無農薬･無化成

お問い合せ：0969-24-3697（ゆるっとショップあまくさ）

「野菜のご注文について」
当店の「天草健康野菜」は化学的な肥料･農薬をできるだけ減らし、生産者が丹精をこめて育てていま
す。そのため、大量生産がむずかしく、また天候に左右されやすく、生育不良、虫の害などのため、お
届けできない場合があります。どうぞご了承下さい。
ご注文時は天草社「カタログショッピング」（日配品）等と同じ注文用紙でご注文下さい。


