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乳幼児の栄養

ゆるっと天草食農ネットワーク

Voｌ.6
栄養士 野﨑

旬 の た よ り
Web 旬のたより→http://myouse.com/yasai

食べ物に流行はない
高畑康子食育講演（3/20)
高畑康子先生の飛行機が着陸できず、福岡空港に引き返されましたが、第
2 便で到着され、お待ちいただいていたお客様との交流会で約 1 時間お話を
していただきました。

初めてママになった人は「離乳食の味って薄味というけどどのくらい？」な
んて考えたりしますよね。確かに、ただ薄味といっても分かりづらいと思いま
す。そこで、ドラッグストアなどで買えるベビーフード。かたくなに手作りで
と決めつけずに、どんな味つけにしたらいいのかの目安に味見してはいかがで
しょう？今のは結構おいしく出来ていますよ。そしてママが苦手なもの（例え
ばレバー等）
、なかなか作らないものはベビーフードで試しに食べさせてみても
いいのでは？ベビーフードだけというのはちょっと心配ですけど、体調が悪く
て作れない時などは無理をせずに使ってもいいと思います。そしてお気軽に聞
きに来て下さいね。天草社 ゆるっとショップ（旧本渡中学校 裏）にいます。
玄米コーヒー（カフェイン無し）を飲みにおいで下さい。

自然農法「新玉ねぎ」収穫体験 参加者募集

おふくろの味で正しい食習慣を
「東日本の大震災は未曽有の規模になった。原発の安全は絶対にない。被
災を積極的に乗り切るには体力・健康が第一。原爆にひどく被爆した人が、
奇跡的に永く生きた原因が玄米を食べ続けていたからではないかという検証
もあります」。
「体力、精神の基礎をつくる子どもに一般栄養物を与え過ぎている。それ
は肉、牛乳、砂糖であり、砂糖の取り過ぎ。白砂糖を 1 日に 500~600ｇも採
っている子どもが多い。ジュース１缶で 40~45ｇもある。その結果、低血糖
症になり脳と心を狂わしている。イライラや興奮しやすい等キレる原因にな
っている。暴れている子どもたちの食生活がおかしい。食事をつくる人の意
識が大切です」。
「食べ物に流行はない。あまりにも贅沢になり過ぎた。おふくろの味がい
ちばんで、正しい食習慣を身につけましょう」

天草の食材が世界的にもベスト
京都大学の永山教授が、永年の世界の疫学調査＊を行なった結果、地中海の
島と天草の牛深が最も優れているという」、「昔の人たちの食生活、原点を見
つめなおしましょう」
＊疫学調査とは
病 気 を引 き起
こ す 原因 を特
定 し 、病 気に
なる

と き：４月９日（土）10 時～12 時
ところ：五和町二江 馬場照昭さんの畑
人 数：30 名程度
主 催：馬場照昭さん（☎090-1929-6625）
◆参加申込み等詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。
尚、ゆるっとショップでも同玉ねぎを販売しています♪

ご予約受付中!！
春らしい日もふえてきました。
春といえば行楽のご予定などございませんか？
厨房三喜では行楽弁当、オードブルのご予約を受付中です。
メニュー、ご予算に応じてお作りします。
どうぞご利用下さい。
・花見弁当 500 円～ ・オードブル 3,000 円～

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

高畑康子先生講演の様子

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

三 喜 （ 厨 房 ）
TEL/FAX

22-1545

ゆるっとショップ（浄南町店）
TEL/FAX

24-3697

もやいショップ（銀天街店）
TEL/FAX

27-5310

★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。

●幕 の 内 弁 当
●豚 カ ツ 弁 当
●鮭の塩こしょう焼
●コ ロ ッ ケ 弁 当

4/4(月)

●唐 揚 弁 当
●鶏の照り焼き弁当
●塩 鯖 弁 当
定番弁当は毎日（月～土）出来ます

4/5(火)
705kcal

4/6(水)
576kcal

4/7(木)
581kcal

・鯖の照り焼き

・魚の竜田揚げ

・豚肉の生姜焼き

・雑穀入り五分づき米ごはん
・大豆たんぱくの南蛮 豆乳ｿｰｽ
・ひじきの煮物
・にんじんのグラッセ
・黒煎り玄米コーヒー寒天

・黒米ごはん
・★おからこんにゃくの甘酢炒め
・切り干し大根の焼きそば風
・ほうれん草のゴマ和え
・リンゴコンポート

・玄米ごはん
・野菜コロッケ
・こんにゃくの万能ﾀﾞﾚ炒め
・★新ﾜｶﾒとｶﾘﾌﾗﾜｰのｻﾗﾀﾞ
・抹茶わらびもち

～～～～～～～～～～～～～
５８２Kcal
貧血改善 目の疲れ 美肌

～～～～～～～～～～～～～
５４９Kcal
日焼け予防 美肌

～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
デトックス効果 風邪予防

和風醤油味

玉ねぎ 白ネギ

【1 パック 150 円】単品（前日予約）
●玉子焼き
100g 128kcal
●ごぼうきんぴら 100g 45kcal
●ホタテステーキ 100g 105kcal
●煮しめセット 100g 100kcal
●さばの味噌煮 100g 206kcal
●酢の物
100g 43kcal
●肉野菜炒め 100g 120kcal
●ひじき煮
100g 67kcal
●肉じゃが
100g 180kcal

牛深産味元使用

4/8(金)
665kcal

・ミックスフライ

～お知らせ～
・マクロビ弁当は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。
◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

4/9(土)
626kcal

597kcal

・ポークピカタ

生鮭のマヨネーズソース焼き

・雑穀ごはん
・車麩の照り焼き
・大根の梅酢漬け
・ごぼうのふりかけ
・さつま芋のきんとん

・玄米ごはん
・豆腐ステーキ きのこｿｰｽ
・じゃが芋の豆乳煮
・昆布と生姜の佃煮
・三年番茶の寒天

～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。
週に 1～2 回でも食べてみま
せんか？心と体にほっとする弁
当です。

～～～～～～～～～～～～～
５６２Kcal
便秘改善

～～～～～～～～～～～～～
５６０Kcal
ガンの予防 血行促進

豚カツ 玉ねぎ ｳｲﾝﾅｰ

★マークは新作メニューです。

※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。

メニュー例

・ちらし、いなり寿し
・若鶏の照り焼き
・生鮭の焼き物
・帆立ステーキ
・車エビ
・酢の物
・旬の野菜の和え物
・煮物
・玉子焼き
・サラダ
・他
三喜特製おもてなし膳

1,000円

彩り弁当

700円
メニュー例

・若鶏の照り焼き
・焼き魚
・煮物
・和え物

800円
・若鶏の照り焼き ・和え物
・生鮭の焼き物
・玉子焼き
・酢の物
・他
・煮物

メニュー例

三喜の行楽弁当

・煮玉子
・揚げ物
・デザート
・他

お弁当・オードブル
こだわりの食材、味付けで
お客様に提供致します。

株式会社やくそうの島天草社
厨房「三喜」
TEL/FAX22-1545 浄南町59-3
ゆるっとショップあまくさ TEL/FAX24-3697
（同上）
もやいショップあまくさ TEL/FAX27-5310 中央新町６－１２
◆メニュー、予算等お気軽にお問い合わせ下さいませ◆

キッズ弁当

350円

メニュー例

・おにぎり ・サラダ
・若鶏の唐揚・他
・玉子焼き

・食材の都合によりメニューが変更になる
場合がございます。ご了承下さい。

