
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

1 月 27 日（木）当社特別顧問 船瀬 俊介氏来社

勝手はいけないなどの著書で有名な当社特別顧問の船瀬 俊介氏が会社設立式以来

10 年ぶりに、来社されました。プライベート訪問でしたが、相変わらずお元気で楽しい先

生でした。色々なお話がありましたが、特に「食、水、空気などの人間を取り巻く世の中の

あらゆる生活の中で、生命の安全性に危機を感じることが多過ぎる。自分の身は自分で

守らなければならない厳しい時代になった。」と力説されていました。

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。

次回は ３月７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。

（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.３９６ ２０１１年２月１４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

食事中のテレビは免疫力低下
氏家賢明（噛み合わせと健康を考える会副会長）

食事は五感を使って行われる行為です。

目や匂いが美味しいしい物を認識し、頭が食事をする準備をし、唾液が出

始めます。かむとさらに唾液が出て、食物は唾液とよく混じり、この刺激が

食道、胃さらに腸へと送られ、消化吸収の指令が送られることとなります。

ところがテレビに気を取られていると、唾液を十分に出すことができず、

噛む回数も減り、胃にそのまま食べ物が送られることになります。消化不良

のものが、たくさん胃や腸に送り込まれると、腸内細菌のバランスが崩れ、

腐敗菌が増え、免疫力につながっていくのです。

食事時の水をやめてよく噛んで
子どもや、若者の食べ方を見ていると、水やジュースを飲みながら食事を

している人がかなり多いようです。良く噛まなくなったため、唾液が十分出

なくなり、水で流し込むことになります。

これは悪しき習慣です。食事に含まれる細菌は口から入ります。しっかり

噛むと唾液が多量に出て、そのなかには殺菌効果をもつ効果も含まれていま

す。

また、噛むことにより、胃は食物を

取り入れる準備ができ、胃酸が出てき

ます。胃酸は pH1~2 の強酸で、胃に入

り込んだ細菌は殺菌されます。ちなみ

にコップ一杯のコレラ菌に、胃酸を一滴

落とせば、瞬時に菌は死滅するといわれ

ています。

食事時に水分を多量にとることは、

悪い菌から体を守ってくれる胃液を

薄める可能性があるということを忘

れないでください。

（※尚、天竺米は予約のみの販売となります）



2/14(月) 2/19(土)2/18(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

★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。

736kcal

・若鶏のｻｸｻｸカツ
（デミグラスソース）

・マカロニサラダ ・ゴマ和え
・デザート ・その他

・雑穀大根葉ごはん

・れんこんﾎﾞｰﾙのﾄﾏﾄ煮込み

・★白菜のうま味漬け

・ほうれん草のゴマ和え

・漬物

・三年番茶の寒天

～～～～～～～～～～～～～

５７１Kcal

花粉症予防

美肌

2/16(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。

2/15(火)

・黒米ごはん

・大豆たんぱくの唐揚

・ごぼうと生姜の佃煮

・人参のレーズン煮

・漬物

・白ごまのブラマンジェ風

～～～～～～～～～～～～～

５80Kcal

デトックス効果

美肌

706kcal

・一口チキンステーキ

・野菜かき揚げ ・玉子焼き
・ゴマ和え ・煮物 ・その他

2/17(木)

・玄米ごはん

・★焼き豆腐とﾌﾞﾛｯｺﾘｰのうま味炒め

・しめじの香味ｿﾃｰ

・紅むすめ大根の酢の物

・漬物

・さつまいもきんとん

～～～～～～～～～～～～～

５６０Kcal

整腸

風邪予防

632kcal

・魚の甘辛煮
（醤油味）

・炒り卵 ・ゴマ和え
・サラダ ・煮物 ・他

705kcal

魚の磯辺揚げ

・玉子焼き ・煮物
・和え物 ・その他

・雑穀ごはん

・車麩の照り焼き

・山芋のポン酢かけ

・ブロッコリーのゴマ和え

・漬物

・季節の果物

～～～～～～～～～～～～～

553Kcal

胃腸を守る

風邪予防

・チキン南蛮
（特製マヨネーズソース）

・スクランブルエッグ
・サラダ ・煮物 ・他

618kcal

・雑穀人参ごはん

・豆腐ｽﾃｰｷ きのこｿｰｽ

・大根と人参のｼｬｷｼｬｷｻﾗﾀﾞ

・ごぼうの味噌煮

・漬物

・白玉の黒ゴマソース

～～～～～～～～～～～～～

５５６Kcal

更年期症状の緩和

美肌

・鯖の照り焼き

・玉子焼き ・煮物
・サラダ ・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

2/14 (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 )

2/15(火)

2/16(水)

2/17(木)

2/18(金)

塩鯖

287kcal

297kcal

415kcal

・一口チキンステーキ

・野菜かき揚げ ・玉子焼き

・ゴマ和え ・煮物 ・他

385kcal

・魚の甘辛煮
（醤油味）

・炒り卵 ・ゴマ和え

・サラダ ・煮物 ・その他

・若鶏のサクサクカツ
（デミグラスソース）

・マカロニサラダ ・ゴマ和え

・ｺﾞﾏ和え ・ﾃﾞｻﾞｰﾄ ・他

360kcal

・鯖の照り焼き

・玉子焼き ・煮物

・サラダ ・他

・チキン南蛮
（特製マヨネーズソース）

・スクランブルエッグ

・サラダ ・煮物 ・他


