
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

－お知らせ－

9月19(日)20(月)23日(木)26日(日)は定休日です。

“ヘルシーで手早く料理できるのが魅力です”
第 23回高畑康子健康教室（9/5）

増えつづける成人病、ガンを予防し免疫力を高める日本の「伝統和食」

が注目されるようになりました。高畑康子健康教室は「伝統和食」を家庭

で取り戻そうと開かれてきました。

当日参加いただいた方々の声を紹介します。

メニューについて

・ たくさんのメニューが食べられて良かった。特に大豆ご飯、スープ

がよかった。

・ ヘルシー料理で大変参考になります。手早く料理できることも魅力

です。自分なりにアレンジし友達にも紹介しています。

・ 全品おいしく、簡単にたくさんの野菜が摂れるので良かった。ご飯

と根菜味噌、ピリ辛味噌がとても気に入りました。

・ 食が進みそうなメニューでした。ピリ辛料理の中にさつまいもと玉

ねぎのスープの甘さがホッとした。ブドウゼリーは種が多くいまいち。

・ 暑い時期で味が濃い目でしたが汗を出すのに良いことだと思う。ミ

ンチの代わりにグルテンバーガーを使うのはダイエットに良い。

・ 麻婆豆腐が好物なので本日のメニューは大満足。自分の畑にある野

菜を使っての料理や日頃の料理に工夫ができると思った。

・ すべてのメニューに満足。

・ 味付けが似たようなものになっていたので、違うほうがいい。

感想

・ 楽しかった。食事にもっと気をつけていけると思いました。

・ 健康＝食事。日々の食事の大切さを再確認。

・ 前回より一品はしっかりできたと思う。4 月から玄米食にして体調

も変わりました。大豆製品も再認識しました。1 日に１回とります。

・ スタッフの前準備が良くスムーズで、調理するのに動きやすかった

です。生産者の話も聞けてよかった。

・ 楽しく参加できました。午後の講演も勉強になりました。

・ 漬け物の作り方を勉強したい。

・ マイ箸持参が良いと思う。

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中!!

９月１日～１２月３１日まで

プレミアム全商品割引中!!

―新商品ご案内―

・健康道場 おいしい青汁 1 缶 160g 210 円

・「特定保健用食品」 緑でサラナ 1 缶 160g 210 円
★野菜不足が気になる方へおすすめです★

★コレステロールが気になる方へおすすめです★

・オーサワのワカメスープ

三陸のワカメと有機ゴマたっぷり使いました

1 箱 6･5g×7 袋入り 480 円

・シモンうどん

半生手延べ麺 つゆ付き 200g 490 円

無農薬･無化成栽培にんにく 徳用袋 入荷

苓北町 大田 計満

1kg 1、500円

100g ２５０円

SUNSTAR
今話題の

No.３７６ ２０１０年９月２０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



9/20(月) 9/21(火) 9/22(水) 9/23(木) 9/25(土)9/24(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）

・鶏の照り焼き

・玉子焼き ・和え物
・煮物 ・その他

575kcal

・天ぷら弁当
（魚・旬の野菜）

・和え物
・その他

641kcal

・生鮭の漬け焼き

・玉子焼き ・サラダ
・煮物 ・その他

581kcal

・ミックスフライ
（白身魚・玉ねぎ・ウインナー）

・酢の物
・煮玉子 ・その他

663kcal

・玄米ごはん

・筑前煮

・こんにゃくの万能ダレ炒め

・ピーマンの磯あえ

・漬物 ・手作りゴマ塩

・マクロビレモンケーキ

～～～～～～～～～～～～～

５４２Kcal

美肌

日焼け予防

・雑穀ごはん

・大豆たんぱくの南蛮 豆乳ソース

・れんこんきんぴら

・★赤玉ねぎｻﾗﾀﾞ ﾌﾗｯｸｽｵｲﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

・漬物

・果物丸ごと寒天

～～～～～～～～～～～～～

５４０Kcal

血液サラサラ効果

デトックス効果

※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。

・黒米ごはん

・車麩のカツ

・ひじきれんこん

・きゅうりの酢の物

・漬物

・三年番茶の寒天

～～～～～～～～～～～～～

５６３Kcal

貧血改善

むくみ・だるさ改善

本日は
敬老の日（祝日）のため

お休みします

本日は
秋分の日（祝日）のため

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

320 kcal

260kcal

9/20(月)

230 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 )

9/21(火)

9/22(水)

9/23(木)

9/24(金)

・鶏の照焼き

・玉子焼き ・和え物

・煮物 ・その他

・ミックスフライ
（白身魚・玉ねぎ・ウインナー）

・酢の物

・煮玉子 ・その他

・生鮭の漬け焼き

・玉子焼き ・サラダ

・煮物 ・その他

塩鯖

本日は
敬老の日（祝日）のため

お休みします

本日は
秋分の日（祝日）のため

お休みします



切り傷などに

アトピーなどに

水虫などに

お口のトラブルなどに

気になる口臭・加齢臭に

ムシ歯・口臭を防ぐ／歯垢の除去
お子様から熟年の方にもお薦めします！

※平成22年9月1日より平成22年12月31日まで

プレミアムＮ 100cc
通常 ２,１００円

１,６００円

プレミアムジェル
通常 ２,５００円

２,０００円

気になる口内に

プレミアムキャンペーン中

㈱やくそうの島天草社 〒863-0034天草市浄南町59-3

浄南店舗 ゆるっとショップ TEL/FAX(24)3697
厨 房 三喜（みき） TEL/FAX(22)1545
銀天店舗 もやいショップ TEL (27)5310



2010年９月２２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

にんにく 徳用 約1kg \1,500 Ｗ０７８ 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 \100 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 \150 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

里芋 約400g \250 Ｗ０８０ 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400g \150 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。


