
㈱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

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)

No.３９２ ２０１１年１月１７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

新年にあたって、

私は、こう思います！

（株）やくそうの島天草社社長

橋本 亜三生

これからどうやって生きていけばいいのか？！おそらく日本国

民の大半が、不安をかかえ半ば絶望的な気持ちで新年を迎えた

ことと思います。

わが身の保身を第一義に右往左往している政治家だらけの、

今の国に頼むこともできず・・・ならば私たち国民が、まずは

身近な者たちが寄り集まって智恵を出し、力を出して、しのい

でいく他に何がありますか？！

私たちは夢や希望をなくしては、生きていくことができませ

ん。将来をになう子供たちのためにも、1 日でも早く立ち上が

らなければならないと思うのです・・・が、その元となる「絆」

が死語になりつつある今の世の中です。再度「絆」の意味を見

つめなおし、考えていきましょう。

『私たちの未来は、私たちの手で』作り上げていきましょう!

“絆”ということをしっかり確かめて！

～高畑健康教室講演会のお知らせ～
テーマ “未来の子供たちに安全な食を”

と き 3月 20 日（日） 午前 10時 30 分～12 時（講演会）

午後 12時昼食 13時（フリートーク 自由参加）

ところ 市民センター大会議室

参加費 2,000 円（高畑料理教室レシピ弁当付き「天草社厨房三喜」）

参加申し込み TEL/FAX 0969-24-3697（ゆるっとショップあまくさ）

参加人数限定のためお早めにお申し込みください

冬の食材
『白菜、長ネギ、春菊、ほうれん草、小松菜、大根、ブロッコリー、

カリフラワー、水菜、柚子など』

冬の野菜というのは、冬の寒さから体を守る保温性、又のどを守る成分が

あり、風邪を予防するビタミン Cが多いなど、ちゃんと気候と体にあった野菜

が出回ります。

そして旬のものは、体を活性化させるエネルギーが多く 、元気を与えてくれ

ます。 それにお財布にも優しいですね。どんどん食べましょう。

栄養士 野﨑



1/17(月) 1/22(土)1/21(金)

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）

684kcal 791kcal

★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。

716kcal

・魚のフライ
（特製タルタル）

・酢の物 ・ゴマ和え
・煮物 ・その他

・黒米ごはん

・豆腐のｽﾃｰｷ きのこｿｰｽ

・ひじきれんこん

・★冬キャベツのｼﾝﾌﾟﾙ漬け

・漬物

・さつまいものｽｲｰﾄ春巻

～～～～～～～～～～～～～

５５８Kcal

貧血改善

ガンの予防

1/19(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。

～お知らせ～
マクロビ弁当は月～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。尚、９時までにお電
話でご相談下さい。

・雑穀ごはん

・長いもの竜田揚げ

・大根の梅酢漬け

・カリフラワーのサラダ

・漬物

・黒煎り玄米コーヒー寒天

～～～～～～～～～～～～～

５７１Kcal

疲労回復

風邪予防

1/18(火)

・玄米ごはん

・れんこんハンバーグ

・切り干し大根の焼きそば風

・こんにゃくきんぴら

・漬物

・さつまいもの素揚げ

～～～～～～～～～～～～～

５６２Kcal

排毒効果

肺と気管支の強化

741kcal

・チキンカツ
（デミグラスソース）

・炒り玉子 ・サラダ
・デザート ・その他

・豚肉のみそ焼き

・煮物 ・サラダ
・ゴマ和え ・その他

1/20(木)

・玄米ごはん

・5種の野菜コロッケ

・たたきごぼう

・しめじの香味ソテー

・漬物

・豆乳もち

～～～～～～～～～～～～～

５８０Kcal

美肌

デトックス効果

625kcal

・鯖の漬け焼き

・玉子焼き ・和え物
・煮物 ・その他

611kcal

・魚の照り煮

・すり身ﾎﾞｰﾙ ・煮玉子
・和え物 ・その他

・煮込みﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
（ﾄﾏﾄ風味）

・無添加ｳｲﾝﾅｰソテー
・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・サラダ

・雑穀ごはん

・車麩の照り焼き

・紅むすめ大根の酢の物

・ごぼうの味噌煮

・漬物

・果物

～～～～～～～～～～～～～

５５７Kcal

デトックス効果

風邪の予防



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

1/1７ (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 )

1/1８(火)

1/1９(水)

1/２０(木)

1/２１(金)

・魚の照り煮

・すり身ボール ・煮玉子

・和え物 ・その他

塩鯖

280kcal

363kcal

395kcal

・チキンカツ
（デミグラスソース）

・炒り玉子 ・サラダ

・デザート ・その他

420kcal

・豚肉のみそ焼き

・サラダ ・煮物

・ゴマ和え ・その他

・魚の漬け焼き

・玉子焼き ・和え物

・煮物 ・その他

・魚のフライ
（特製タルタルソース）

・酢の物 ・ゴマ和え

・煮物 ・その他

266kcal



御名前 御住所 御連絡先 注文数

巻き寿司

サラダ巻

受取希望 注文数

巻き寿司
お昼 ・ 夕方

サラダ巻

2月3日（木）

※数に限りがあります。御予約は、お早めにお願します

ご予約締切：1 月 28 日

（巻き寿司、サラダ巻）

もやいショップ あまくさゆるっと ショップ あまくさ 天草社 厨房 三喜
TEL 27-5310TEL/FAX24-3697 TEL/FAX22-1545

調味料もすべて無添加・自然食品を使っています

き り と り 線
恵方巻 御予約 （店舗控） 受取希望 お昼 ・ 夕方

本

本

恵方巻 御予約 （お客様控）

・お客様控/店舗控にご記入の上ご注文ください。

・受取希望は、お昼：11 時以降・夕方：16 時以降より

お引渡しが可能です。
本

本



2011年１月1９日号

注文番号 品名 内容量 価格 数量 備考

Ｗ１３８ 蜜いも 約500g \150 苓北町 大田無農薬･無化成

Ｗ１２５ 春菊 約200g \190 栖本町 今福 無農薬･無化成

Ｗ１３４ レタス 1玉 \150 苓北町 田崎減農薬・無化成

Ｗ１３１ スナップえんどう 約100g \150 有明町 岡田 無農薬･無化成

Ｗ１３５ 小ねぎ 1束 \130 栖本町 早井 無農薬･無化成

Ｗ１０６ ほうれん草 約200g \150 栖本町 早井 無農薬･無化成

Ｗ１３６ 大根 1本 \130 松島町 林田 無農薬･無化成

Ｗ１３７ リーフレタス 1株 \150 松島町 林田 無農薬･無化成

Ｗ１１３ ミニ白菜 1玉 \200 栖本町 今福 無農薬･無化成

Ｗ１２８ じゃがいも 約500g \150 栖本町 早井 無農薬･無化成

Ｗ１２９ 里芋 約500g \200 五和町 堤田無農薬・無化成

Ｗ１２０ 紅むすめ大根 1本 \150 苓北町 大田無農薬･無化成

Ｗ１１９ じゃがいも 約500g \150 五和町 堤田無農薬・無化成

Ｗ１０７ かぶ 約1～2玉 \190 栖本町 今福 無農薬･無化成

Ｗ１０５ かぼちゃ（ぼうぶら） 1本 \300 苓北町 大田無農薬･無化成

Ｗ１２１ ミニトマト 180g \180 苓北町 田崎無農薬・無化成

Ｗ０９３ ねぎ 約200g \130 栖本町 吉田無農薬･無化成

Ｗ０９２ 無農薬レモン 2玉 \120 三角町 無農薬･無化成

Ｗ０３３ にんにく 約100g \150 苓北町 大田無農薬･無化成

Ｗ０８７
ニンニク生ペースト
（真空冷凍） 200g \500 苓北町 大田無農薬･無化成

加工：天草社「三喜」

Ｗ０６７ 無農薬米(白米)(玄米)(5分) 5kg \3,300 苓北町 大田無農薬･無化成

Ｗ０５４ さつまいも 約700g \150 栖本町 早井無農薬･無化成

Ｗ０８０ 里芋 約500g \200 栖本町 早井無農薬･無化成

Ｗ０６５ さつま芋 約700g \150 栖本町 吉田無農薬･無化成

TEL/FAX：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」
この注文用紙に数量をご記入の上、下記へFAX又はご連絡下さい。
又、「カタログショッピング」の注文用紙でも注文番号を利用してご注文いただくことが可能です。
ご不明な点は下記までお問い合せ下さい。


