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天草市浄南町５９－３

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)

只今キャンペーン中！

9月1日～12月31日迄

プレミアムナチュラル（100cc）

2,100円→1,600円

プレミアムジェル
2,500円→2,000円

“酵素食”で消化力・生命力アップ
その②－『食べもの通信』家栄研

和食には酵素がいっぱい！
薬味 ダイコンおろし 発酵食品

昔からの知恵 消化を助けるすりおろし
まずお勧めはダイコン。でんぷん消化酵素のジアスターゼを含むほかに、

たんぱく質分解酵素や脂肪の分解酵素も含んでいます。消化力の弱い朝に、

ダイコンおろしやダイコンの漬物を添えるのは、理にかなった食べ方です。

おろすと細胞がこわれて、酵素が活性化され、その働きが倍加することが最

近分かってきました。

また、天ぷらや焼魚にダイコンおろし、刺身にダイコンのつまという食べ

方も消化を助けるすばらしい知恵です。しかも、皮の部分や辛い先端部分に

酵素が多いので、皮ごと利用しましょう。

カブも、ダイコンと同様の酵素を含有しています。

でんぷん酵素が多い ヤマイモ・ナガイモ
ヤマイモ、ナガイモはでんぷん分解酵素を多く含み、とろろにするのは、

酵素活性が高い合理的な食べ方です。

ショウガはたんぱく質と脂肪分解酵素を含み、体を温める作用があるので、

酵素の働きをアップします。薬味のネギ、

ミョウガ、大葉などは抗酸化成分も含み

毎日活用したい。魚介類の刺身も酵素を

含み、消化が早い。

果物では、たんぱく質分解酵素を多く

含むことが共通しています。

たんぱく質は、消化に非常に時間がか

かるため、肉や魚料理が多い時には、パ

イナップルやキウイを一緒に食べるとい

うのも食べ方の知恵です。

“毎月第１月曜は”
店内商品全品 1割引デー!!

１２月は１２月６日（月）10 時～17 時

店内商品全品１割引（一部除外品があります）

ご来店者様限りとなります。

“毎週土曜日は”

スマイルスタンプ２倍デー!!

＊ご来店お待ちしております。

お歳暮用品１割引!!（11 月 30 日ご予約まで）
・えびすセット 2,500円→2,250円

青あじ開き干し、いわしみりん干し、カマス開き干しなど）

・天草灘セット 3,150円→2,830円
（真鯛ささ塩干し、アジみりん干し、カマスささ干し、松いかささ塩干し,えぼ鯛）

・ 無添加ハム・ソーセージ A 3,150円→2,830円
（ハーブソーセージ、ランチョンミート、ミニウィンナー、）

・無添加ハム・ソーセージ B 3,150 円→2,830円
（ロースハム、ベーコンスライス、ハーブソーセージ、ウィンナー、豚肉角煮）

・阿蘇天然アイス 3,800円→3,420円
（110ml カップ 10 個）

・他多数 別紙チラシをご覧ください。

No.３８６ ２０１０年１１月２９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



11/29(月) 12/4(土)12/3(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。

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

※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。

始めました（限定 20食）

577kcal 771kcal

★肉・魚類も全て国内産を使用し、出来る限り天草産を使用しております。

12/2(木)

・玄米ごはん

・筑前煮

・大根のきんぴら

・ねぎ味噌

・漬物

・豆乳もち

～～～～～～～～～～～～～

５６３Kcal

便秘改善

風邪予防

775kcal

・野菜たっぷり
ふわふわハンバーグ

・煮物 ・酢の物
・和え物 その他

・新塩ｻﾝﾏ焼き物

・鶏の煮込み ・ゴマ和え
・スパゲティサラダ ・その他

・チキン南蛮
・ﾊﾑｽﾃｰｷ(ﾄﾏﾄｿｰｽ)
・いり玉子 ・サラダ
・その他

・地魚の照り煮
（甘辛醤油味）

・玉子焼き ・マカロニサラダ
・煮物 ・その他

620kcal 596kcal

・魚のたつた揚げ
（和風味）

・椎茸天ぷら ・ひじき煮
・ほうれん草玉子焼き ・他

・黒米ごはん

・車麩のカツ

・キャベツとﾜｶﾒのｻﾗﾀﾞ

亜麻仁油ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

・ふろふき大根のそぼろあんかけ

・季節の果物

～～～～～～～～～～～～～

５７８Kcal

デトックス効果

健胃

12/1(水)

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。

・雑穀ごはん

・手作りがんもどき

・★大根葉と薄揚げの炒め煮

・里芋の煮物

・漬物

・ﾌﾟﾁﾄﾏﾄのｽﾊﾟｲｽｺﾝﾎﾟｰﾄ

～～～～～～～～～～～～～

５53Kcal

美肌

ガンの予防

11/30(火)

・雑穀ごはん

・大豆たんぱくの唐揚げ

・★大根のリンゴ酢和え

・れんこんきんぴら

・漬物

・三年番茶寒天

～～～～～～～～～～～～～

５８０Kcal

更年期症状の緩和

気管支の強化

761kcal

・鶏の塩から揚げ
（粗びき塩胡椒）

・煮玉子 ・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰサラダ
・和え物 ・その他

さっぱり



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

11/29(月)

ハンバーグ
(1 個 300kcal )

鶏唐揚
(100g 350kcal )

新サンマ塩焼き
(1 切れ 175kcal )

(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 )

ほうれん草ゴマ和え
(100g 55kcal )

ひじき煮
(100g 67cal )

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 )

11/30(火)

12/1(水)

12/２(木)

1２/３(金)

・新塩サンマ焼き物

・鶏の煮込み ・ゴマ和え

・スパゲティサラダ ・その他

塩鯖

430kcal

256kcal

・野菜たっぷり

ふわふわﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
・煮物 ・酢の物

・和え物 ・その他

・地魚の照り煮
（甘辛醤油味）

・玉子焼き ・煮物

・マカロニサラダ ・その他

275kcal

275kcal

・鶏の塩から揚げ
（粗びき塩胡椒）

・煮玉子 ・和え物

・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ・その他

・魚のたつた揚げ
（和風味）

・椎茸天ぷら・ひじき煮

・ほうれん草玉子焼 ・他

440kcal


