
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

“犬もヘルシーな食べ物で健康です”

我が家には、1 月末に 13 歳になった愛犬がいます。子供よりも言うこ

とを聞くおりこうさんです。13 歳というともうおばあちゃんなんです

が、まだ階段もダダッと上るし、遊びもせがむ元気者です。好物が豆腐、

納豆、みかん、白身魚、けっこうヘルシー傾向です。やっぱり豆腐がう

ちのワンコの健康を支えているなと思います。次女が中学生のときに作

ったバレンタイン用の失敗作カップケーキは後ずさりして食べなかっ

たので、味覚は確かなんですね、きっと。（笑） （野﨑）

毎月第１月曜は１割引デー!!
毎月第一月曜日は全品１割引デーです。

２月７日（月） ３月７日（月） ４月４日（月）～

ご来店お待ちいたしております。

＊野菜、弁当類など対象外となります。ご了承ください。

天草食の祭典
2 月１２・13 日（土・日）に天草食の祭典が

スマイルパーク周辺で行われます。

もやいショップでも産直野菜コーナーを

店舗前に展開します。

★温かい「しもんうどん」も準備しています！

是非ご来店ください。

チラシ→myouse.com/saiten.pdf

（株）やくそうの島天草社 10周年記念事業

～高畑康子 食育講演会～

テーマ “子どもたちの未来のために安全な食を”

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 天草社厨房「三喜」の弁当付き（レシピ提供高畑料理教室）

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

申し込み〆切 3月１２日（土） 参加人数限定のためお早めにお申し込みください

No.３９５ ２０１１年２月７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

乳幼児の栄養から②

母乳に近いミルクというのを、乳業会社では必死で取り組

んでいます。でも、母乳に近づく事はできても、母乳と同

じミルクは絶対できません。母体の免疫などを受け継ぐと

いうことなどからなんですが・・・。私がミルク会社にい

るときは、濃度（調乳）も大事だと知りました。母乳は 12,2～12,4％く

らい。ミルクは少しそれより高いです。調乳濃度が高いとミルクの栄養

を消化する腎臓（水分と固体に分ける）に負担がかかるようです。そし

て、ウンチの硬さにも影響が出ます。ミルクの場合勝手に薄めたり濃く

してはいけません。

そして大事なことは、ミルクでも母乳を与えているように、抱っこして

目を見て落ち着いた気持ちで与えてください。赤ちゃんは「愛されてい

る」安心感を得ます。子育てのときは本当に大変

ですが、神様が与えてくれた至福の時間。

どんなに忙しくても、おっぱい（ミルク）の

時間だけは落ち着いてあげて下さいね。

栄養士 野﨑



2/7(月) 2/12(土)2/11(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）

760kcal

★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。

641kcal

・ミックスフライ
（ｳｲﾝﾅｰ 一口ｶﾂ 玉葱）

・和え物 ・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ
・煮玉子 ・その他

・黒米ごはん

・大豆たんぱくの南蛮（豆乳ｿｰｽ）

・切り干し大根の焼きそば風

・じゃがいもの豆乳煮

・漬物

・わらびもち

～～～～～～～～～～～～～

５6８Kcal

更年期症状の緩和

抗酸化作用

2/9(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。

2/8(火)

・玄米ごはん

・車麩のｽﾃｰｷ

（手作りｽﾃｰｷｿｰｽ）

・★大根のしょうが漬け

・ひじきの煮物

・漬物

・黒炒り玄米ｺｰﾋｰ寒天

～～～～～～～～～～～～～

５５３Kcal

胃腸を守る 貧血改善

567kcal

・生鮭の塩こしょう焼き

・玉子焼き ・煮物
・スパゲティサラダ ・その他

特製味噌だれの

ポークステーキ
・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ
・ｺﾞﾏ和え ﾃﾞｻﾞｰﾄ ・他

2/10(木)

・雑穀ごはん

・★山芋のみそ味唐揚

・こんにゃくの万能ダレ炒め

・紅むすめ大根の酢の物

・漬物

・りんごのくず煮

～～～～～～～～～～～～～

５７２Kcal

デトックス効果

疲労回復

625kcal

・鶏の唐揚
（さっぱり塩味）

・ゴマ和え ・酢の物
・デザート ・他

790kcal

魚唐揚の
野菜あんかけ

・玉子焼き ・煮物
・その他

・雑穀ごはん

・大豆唐揚と大根の煮物

・れんこんきんぴら

・冬キャベツのシンプル漬け

・漬物

・さつまいもの素揚げ

～～～～～～～～～～～～～

５７５Kcal

風邪予防

花粉症予防

本日は
建国記念日のため

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

2/7 (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 )

2/8(火)

2/9(水)

2/10(木)

2/11(金)

塩鯖

280kcal

455kcal

320kcal

・生鮭の塩こしょう焼き

・玉子焼き ・煮物

・スパゲティサラダ ・他

246kcal

・特製味噌だれの

ポークステーキ
・ゴマ和え・デザート

・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ・他

・鶏の唐揚
（さっぱり塩味）

・ゴマ和え ・酢の物

・ﾃﾞｻﾞｰﾄ ・その他

・ミックスフライ
（ｳｲﾝﾅｰ 一口ｶﾂ 玉ねぎ）

・和え物 ・煮玉子

・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ・その他

445kcal

本日は
建国記念日のため

お休みします


