
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

消費者との交流ができました
ゆるっと食農ネット定例会（2/15)

2 月定例会は『ネット』に参加している生産者、7 人の研修生、天草社のメ

ンバーの計 21 人で開かれました。生産者の皆さんの発言を紹介します。

大田―「食の祭典」で野菜を販売しました。売り切れが続出で取りに帰った

物もありました。

馬場―『食の祭典』にゴボウを出しました。玉ねぎが順調に育っていて、3

月中旬には出荷できます。

吉田―『食の祭典』で焼き芋がよく売れ、焼くのが間に合わない位でした。

大根が親指大に育っています。他にニンニク、玉ネギを作付けしてます。

林田―『食の祭典』で販売した無農薬レタスに関心を持っていただき、食べ

方を聞かれました。消費者と話すのは勉強になります。

堤田―露地野菜（じゃがいも、大根、ほうれん草）を作付けしていますが、

研修生が頼りになります。

松本―スナップエンドウ、オクラ、きゅうり、ピーマン等有機契約栽培をし

ています。研修生にやる気を感じ、先が楽しみです。

ＩＳ―農業 2 年目。やっとＪＡに出荷していますが、ＪＡを脱皮したいです。

ＫＮ－畜産（65 頭）と稲作（13 丁）をしていますが、将来が心配です。

若い人たちが育ってくれることを願います。

徳永―木を伐採している毎日です。

研修生は、午前中意見交換をし、今後の

方向・課題を話し合い、午後は耕作予定の畑

を見に行きました。定例会では、「きちんと

やっていけるよう頑張りたい」と全員が発言し

し、やる気のある雰囲気がより出てきました。

（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）

（来場者特別プレゼント：プレミアム N・J 携帯セット・プレミアムキャンディー）

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

ゆるっとショップ「惣菜とパン」の販売始めました
（午前 11 時より）

厨房「三喜」より ガトーエンゼル焼き立てパン
（火、木のみ）

・弁当 400 円～ ・玄米パン 220 円

・惣菜 150 円～ ・メロンパン 100 円

ご来店お待ちいたしております。
＊数量限定のため、売り切れの場合はご容赦ください。

暖かくなってきました。花粉対策大丈夫?

花粉症の方たちにとっては、憂鬱
ゆううつ

な季節が始まりましたね。

皆さん、どのような対策をとっていらっしゃいますか?

鼻がむずむずするとき、“プレミアム N”を数滴鼻にスプレー

してみてください。気持ちのいいくしゃみが出て、鼻がすっとするこ

とうけあいです。気になる方、ぜひお試しください。

※体質により合わない場合がございます。その場合にはご使用をお控え下さい

◆20ml 840円（税込み）携帯サイズ ◆100ml 2,100円（税込み）

お買い得情報 毎月第一月曜（3 月 7 日）

一割引デーにて 2,100 円→1,890 円

No.３９８ ２０１１年２月２８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



2/28(月) 3/5(土)3/4(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）

711kcal

★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。

577kcal

・生鮭の照り焼き

・煮玉子 ・和え物
・デザート ・その他

・玄米ごはん

・★豆腐ｽﾃｰｷ ﾋﾟﾘ辛ねぎｿｰｽ

・★ひじきとじゃがいものｻﾗﾀﾞ

・こんにゃくきんぴら

・漬物

・わらびもち

～～～～～～～～～～～～～

５６０Kcal

貧血改善

便秘改善

3/2(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。

3/1(火)

・黒米ごはん

・大豆たんぱくの唐揚

・酢ごぼう

・しめじの香味炒め

・漬物

・豆乳かん

～～～～～～～～～～～～～

５85Kcal

コレステロール低下

ガンの予防

761kcal

・若鶏の塩唐揚げ
（粗びき塩こしょう）

・スクランブルエッグ
・煮物 ・ゴマ和え ・その他

3/3(木)

・黒米ごはん

・車麩の照り焼き

・ごぼうと生姜の佃煮

・山芋のポン酢かけ

・漬物

・三年番茶の寒天

～～～～～～～～～～～～～

５58Kcal

ポリフェノール効果

健胃整腸

663kcal

・魚の甘だれ煮

・煮物 ・玉子焼き
・マカロニサラダ ・他

615kcal

野菜たっぷり豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

・玉子焼き ・ゴマ和え
・煮物 ・その他

・雑穀ごはん

・れんこんハンバーグ＆コロッケ

・人参のレーズン煮

・きんぴらごぼう

・漬物

・りんごコンポート

～～～～～～～～～～～～～

570Kcal

花粉症予防

美肌

・チキンカツ
（トマトソース）

・スクランブルエッグ・酢の物
・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ・他

741kcal

・雑穀ごはん

・ふろふき大根のそぼろあんかけ

・★白菜ときくらげのくず煮

・こんにゃくの万能ﾀﾞﾚ炒め

・漬物

・季節の果物

～～～～～～～～～～～～～

５６２Kcal

胃を守る

デトックス効果

・魚の天ぷら

・玉子焼き ・和え物
・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

2/28(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 )

3/1(火)

3/2(水)

3/3(木)

3/4(金)

塩鯖

318kcal

420kcal

256kcal

・若鶏の塩唐揚
（粗びき塩こしょう）

・スクランブルエッグ

・煮物 ・ゴマ和え ・他

440kcal

・魚の甘だれ煮

・煮物 ・玉子焼き

・マカロニサラダ ・その他

・生鮭の照り焼き

・煮玉子 ・和え物

・デザート ・他

270kcal

・魚の天ぷら

・玉子焼き ・和え物

・煮物 ・他

・チキンカツ
（トマトソース）

・ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙｴｯｸﾞ ・酢の物

・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ ・他


