
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

伝統食で残暑を乗り切ろう！
高畑康子健康教室（9/5）

午前中、料理実習を行ない、お昼に皆んなで試食。体にやさしい、美味

しい食事が実感できました。休憩後、講座が行なわれました

ハウス栽培では殺虫剤やホルモン剤などが散布されていることが多い。

見かけより先に、どれだけ安全な食材を選ぶかは大切なこと。

「ゆるっとネット」などで扱われている無農薬・自然栽培の野菜をみんな

で支え、四季折々にふさわしい野菜を食べていれば安心。

・ご飯（玄米、雑穀米）、味噌汁、漬け物―昔からやってきた食事の基本。

・大豆―最重要な機能性食品。多く含まれるレシチンは脳の活性化に。

朝鮮人参に次いで多いサポニンは腸の掃除、体のサビをとる。味

噌汁でもとれる。

梅酢―夏バテにはいちばん。今の時期に多く摂ろう！

にんにく―便秘解消、体温上昇、血圧・血糖値安定、免疫力向上、殺菌

効果、自然治癒力など万能選手。蒸してつぶして、おやつに

混ぜてでも毎日必ず摂ろう！

ショウガ―体温上昇など大切な食べもの。丸干しで乾燥すると良い。

冷たい物を摂りすぎて体を冷やすとよくない。

講座には、自然栽培を実践している馬場さん、小野さんも参加。発言を

お願いして交流しました。

－高畑健康教室健康レシピ－

“９月５日(日)調理実習体験レシピ一部ご紹介”

【炒り大豆ご飯】約４人前

１、大豆１/2C をフライパンでこんがり炒る。

２、ボールにしょうゆ１/3C、みりん大さじ２、酒大さじ２を

合せ、炒った大豆を漬け込む。

３、５分つき米３C を洗い、分量の水３C と炒った大豆を漬け汁ごと

入れて一緒に炊く。

おかげさまで 10 年目!! 感謝セール!!

プレミアム商品キャンペーン開始!!

９月１日～１２月３１日まで

プレミアム全商品割引中!!

プレミアム N 100cc 2,100 円→1,600 円

プレミアムジェル 2,500 円→2,000 円
虫歯,口臭予防、歯垢の除去におすすめします！

・こんにゃく/しらたき

国内産の有機栽培原料 100%使用（JAS 認定）。

こんにゃく 270g しらたき 200g：各 230 円

・本造り なめ茸

農薬不使用のえのきを、国内産原料で伝統と味にこだわりました。

200g ビン：370 円

・人参ジュース

国内 100%甘味のある完熟人参とリンゴを使用。とろみが味わえます。

500ml ビン：530 円

No.３７５ ２０１０年９月１３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



9/13(月) 9/14(火) 9/15(水) 9/16(木) 9/18(土)9/17(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）

・ジューシー塩唐揚

・酢の物 ・玉子焼き
・煮物 ・その他

・チキンカツ（デミソース）

・マカロニサラダ
・玉子料理 ・その他

・和風弁当
（塩サバ・夏野菜のかき揚げ）

・和え物 ・酢の物
・煮物 ・その他

・ハンバーグ
（トマトソース）

・きのこスパゲッティー
・青物おひたし ・その他

・白身魚の香味焼き
（特製味噌味）

・煮玉子
・和え物 ・その他

・地魚の照り煮

・サラダ
・玉子焼き ・その他

※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。

・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

・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

・黒米ごはん

・れんこんﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸｹﾁｬｯﾌﾟ

・★わかめの生姜炒め

・じゃが芋と人参の煮物

・漬物

・わらびもち

～～～～～～～～～～～～～

５４８Kcal

デトックス効果

肺と気管の強化

・雑穀ごはん

・車麩のステーキ

・キャベツと薄揚げの酢の物

・里芋のごま煮

・漬物

・★ぶどう寒天

～～～～～～～～～～～～～

ポリフェノール効果

疲労回復



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

9/13(月)

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 )

9/14(火)

9/15(水)

9/16(木)

9/17(金)

・ジューシー塩唐揚

・玉子焼き

・煮物 ・その他

・白身魚の香味焼き

・煮玉子 ・和え物

・煮物 ・その他

・和風弁当

（塩サバ・夏野菜のかき揚げ）

・和え物 酢の物

・煮物 ・その他

・ハンバーグ

（トマトソース）

・きのこスパゲッティー

・青物おひたし ・その他

地魚の照り煮

・サラダ

・玉子焼き ・その他

塩鯖



オードブル・弁当
３，０００円から承ります

※ご予約は３日前までにお願します

調味料もすべて無添加・自然食品を使っています

※写真は５，０００円のイメージです
おにぎり、サンドイッチ

などの注文も承ります

(株)やくそうの島 天草社 〒863-0034 天草市浄南町59-3

ご注文先 ☎22-1545☎24-3697 ☎27-5310



2010年９月15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

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

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。


