
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

農業再生、待ったなし
耕作放棄面積、九州の経営耕地に匹敵

農業人口 22％減―5 年間、最大の減少

田んぼがあっても耕作しない面積が 40 万㌶（農水省「2010 年農林業センサ

ス」）、1990 年の約 2 倍に拡大しました。これは国内の経営耕地総面積の 1 割、

九州の経営耕地総面積に匹敵するそうです。

“ダムは 100 年、田んぼは万年”と言われ、田んぼは緑のダム、環境保全や

防災上も重要な役割を果たします。 耕作放棄地が増えると農地全体に水管理

や病害、害虫、雑草などの問題も引き起こし農地の荒廃をもたらします。

また新米の産地価格も昨年より約 20％もダウン。記録的な下落だそうです。

農業人口も 5 年間で 22％も減り、減少率は過去最大です。日本政府が輸出拡

大と引き換えに国内農産物の輸入自由化を推進したことが、日本の農業の荒廃

を招いたことを示しています。

近年、気候変動や人口増加などにより世界の食糧事情が大きく変わり、食糧

危機の再発さえ懸念されている中で、日本農業の再生と発展は待ったなしです。

―新商品ご案内―

・即席モズクスープ １人前（3.5g 150 円）沖縄産

・即席青さ海苔スープ １人前（3,5g 150 円）伊勢志摩産

・即席有機立科みそ汁 １人前（7,5g 200 円）天然醸造みそ

・国内産海草ミックス(わかめ、茎ワカメ、赤まふのり、とさか他)

12g 320 円 熊本県宇土市カネリョウ

―秋の味覚フェアー開催―
１０月１日～１０月３１日

松茸ご飯 ７００円

＊毎週 火、木限定 各日 50 個 予約優先

栗ご飯 ３５０円

栗ようかん ２００円

モンブラン ３５０円 (当店オリジナルケーキ)

＊各 1 日 20 個限定 予約優先

スイートポテト、大学芋、焼き芋、芋チップス 各２００円

＊各１日２５個限定 予約可

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!!

No.３７７ ２０１０年９月２７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



9/27(月) 9/28(火) 9/29(水) 10/2(土)10/1(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）

・スタミナたっぷり
豚しょうが焼き
・煮玉子 ・サラダ
・その他

576kcal 577kcal 756kcal 684kcal

・雑穀ごはん

・れんこんボールとブロッコリー

・★板麩ナムル

・大根の梅酢漬け

・漬物

・リンゴコンポート

～～～～～～～～～～～～～

５４７Kcal

ぜんそく改善

疲労回復

・玄米ごはん

・車麩のステーキ

・里芋の煮物

・青菜のゴマ和え

・漬物

・さつま芋の素揚げ

～～～～～～～～～～～～～

５５１Kcal

美肌

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

・れんこんハンバーグ

・赤玉ねぎのサラダ

・ブロッコリーのゴマ和え

・漬物

・さつま芋とりんごの茶巾

～～～～～～～～～～～～～

５４０Kcal

肺と気管の強化

デトックス効果

・国産若鶏の照り焼き
・魚のすり身揚げ
・玉子焼き ・マカロニサラダ
・煮物 ・その他

595kcal

・鯖の塩焼き
・国産 鶏唐揚
・酢の物 ・玉子焼き
・その他

9/30(木)

・雑穀人参炊き込みごはん

・大豆たんぱくの唐揚げ

・切り干し大根と青菜の和え物

・きゅうりのピリ辛韓国風

・漬物

・白玉の黒ゴマソース

～～～～～～～～～～～～～

５７０Kcal

冷え症改善

血行改善

625kcal

・豆腐と野菜たっぷり
ふわふわハンバーグ
・煮玉子 ・煮物
・その他

・サクサクポークカツ
（デミソース）

・マカロニサラダ
・煮物 ・和え物 ・その他

・天草の新鮮な地魚を使った
照り煮

・カラフルサラダ ・卵料理
・その他



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

9/27(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 )

9/28(火)

9/29(水)

9/30(木)

10/1(金)

・スタミナたっぷり

豚しょうが焼き
・煮玉子

・サラダ ・その他

・鯖の塩焼き
・国産 鶏唐揚

・酢の物 ・玉子焼き

・その他

・サクサクポークカツ
（デミソース）

・マカロニサラダ ・煮物

・和え物 ・その他

・豆腐と野菜たっぷり

ふわふわハンバーグ
・玉子焼き

・煮物 ・その他

・国産 若鶏の照り焼き
・魚のすり身揚げ

・玉子焼き

・マカロニサラダ ・煮物

塩鯖

256 kcal

250 kcal 280 kcal

355 kcal 435 kcal



2010年９月２９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

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 \180 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

赤たまねぎ 2玉 \100 Ｗ０８３ 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

「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。


