
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

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。

（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.３９７ ２０１１年２月２１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

「賑わいました」
２月１２（土）～１３日（日）の２日間、中央銀天街を中心に「天草食の祭

典２０１１」が開催されました。雪がちらつくなか県内外（福岡、佐賀、長

崎のツアー客含む）から 7,000 人のみなさんが訪れ、天草の旬の食材や海鮮

丼、天草大王の炭火焼、産直野菜の直売など天草の食の魅力を堪能する２日

間となりました。

もやいショップ前の特別栽培農産物【生産者直売

コーナー】では、「無農薬野菜とはどういうものなのか」

「普通の栽培と何が違うのか」など、お客様からの

質問が相次ぎ生産者と消費者が直接交流する場として

大いに賑わいました。

もやいショップの店頭では、ぜんざい（１３０杯）、

シモン健康うどん（１５０食）などを販売し、無添加

・ 自然食品にとことんこだわった食の安全性について

アピールしました。時間帯によってはお客様の行列が

できるほどごったがえし、久しぶりの賑わいにうれしい

悲鳴をあげていました。

（※尚、天竺米は予約のみの販売となります）

乳幼児の栄養 Voｌ.3

栄養士 野﨑

風邪がはやっているようです。乳幼児は体力がないので、大人より風邪を

ひきやすい。予防としては

【乳児】お風呂の前後などに肌をマッサージしてヒフを鍛える。厚着をしす

ぎない。お風呂の後、お昼寝の後に水分補給をする。

【幼児】散歩や外遊びなど普段から体力をつける。ビタミンの多い食事を心

がける等・・・。

①風邪をひいてしまったら、部屋に湿気を適度に与える。

（ぬらしたタオルをかけていたらいいと思います。）

②のどごしのよい、消化の良い食事をする。

そして、風邪がはやってきたら、あまり人の多いところへは、

出かけない方がいいと思います。一旦熱がひいても２～３日は安静に。

治ったと思ってもぶり返す事が結構ありますからねっ！

～賑わった銀天街～

スマイルスタンプ
毎週土曜日は「もやいショップあまくさ」「ゆ

るっとショップあまくさ」共にスマイルスタン

プ 2 倍デーです！この機会にお買い物に

おいで下さいませ♪



2/21(月) 2/26(土)2/25(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）

621kcal

★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。

611kcal

・豚肉の生姜焼き

・玉子焼き ・ポテトサラダ
・煮物 ・その他

・雑穀ごはん

・車麩のカツ

・切り干し大根の煮物

・ほうれん草のゴマ醤油

・漬物

・★サツマイモのレモン煮

～～～～～～～～～～～～～

５８８Kcal

カルシウム補給

美肌

2/23(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。

2/22(火)

・玄米ごはん

・厚揚げと里芋の煮物

・大根と人参のｻﾗﾀﾞ 梅ﾄﾞﾚ

・ﾘﾝｹｯﾂと野菜の炒め物

・漬物

・リンゴコンポート

～～～～～～～～～～～～～

５48Kcal

デトックス効果

美肌

621kcal

・和風弁当
（焼き魚 すり身天ぷら）

・酢の物 ・煮物
・ネギ入り玉子焼き ・その他

2/24(木)

・玄米ごはん

・筑前煮

・大根の梅酢漬け

・昆布と生姜の佃煮

・漬物

・黒煎り玄米ｺｰﾋｰ寒天

～～～～～～～～～～～～～

５６９Kcal

血行促進

便秘改善

665kcal

・鶏の酢醤油煮

・ｳｲﾝﾅｰｿﾃｰ ・玉子焼き
・サラダ ・和え物 ・他

665kcal

和風照り焼きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

・木の子ﾊﾟｽﾀ ・ｻﾗﾀﾞ
・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ・他

・雑穀ごはん

・大豆たんぱくの南蛮(豆乳ｿｰｽ)

・こんにゃくきんぴら

・きのこのカレー炒め

・漬物

・季節の果物

～～～～～～～～～～～～～

575Kcal

ガンの予防

更年期症状の緩和

・若鶏の唐揚

・ブロッコリーサラダ
・煮玉子 ・酢の物 ・他

771kcal

・黒米ごはん

・車麩ｽﾃｰｷ (手作りｽﾃｰｷｿｰｽ)

・ごぼうきんぴら

・こんにゃくの万能ﾀﾞﾚ炒め

・漬物

・★ベイクドアップル

～～～～～～～～～～～～～

５７０Kcal

便秘改善

美肌

・鮭の天ぷら

・ゴマ和え ・卵料理
・煮物 ・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

2/21(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 )

2/22(火)

2/23(水)

2/24(木)

2/25(金)

塩鯖

320kcal

450kcal

290kcal

・和風弁当
（焼き魚 すり身天ぷら）

・酢の物 ・煮物

・ﾈｷﾞ入り玉子焼き ・他

385kcal

・酢鶏

・ｳｲﾝﾅｰｿﾃｰ ・玉子焼き

・サラダ ・和え物 ・その他

・豚肉のしょうが焼き

・玉子焼き ・ポテトサラダ

・煮物 ・他

320kcal

・鮭の天ぷら

・ゴマ和え ・卵料理

・煮物 ・他

・若鶏の唐揚

・ブロッコリサラダ

・煮玉子 ・酢の物 ・他


