
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

ごあいさつ
―いよいよ『株式会社絆(きずな)』がスタートー

株式会社やくそうの島天草社では、平成 22 年 10 月より『新規就農支援事業』

を行ってまいりましたが、このたび「株式会社 絆」として 4 月より運営す

ることとなりました。

事業内容と致しましては、地元天草の農家の人たちが『有機栽培・自然栽

培』で作った農産物を集荷販売、株式会社『絆』が耕作放棄地を利用をして

作った農産物や農産物を使った加工品の販売などを行ないます。また、一般

農作業のお手伝いなどの事業も計画しております。

なお、ご友人、ご家族の方が『有機栽培・自然栽培』で農産物を栽培され

ている方々がいらっしゃればご紹介をお願い致します。積極的に付加価値を

付け販路拡大に努めます。

これを機に社員一同決意を新たにし、なお一層みなさま方のご要望にお応

えできるようがんばって行く決意です。今後ともご指導とご協力の程願い申

し上げます。

No.４０５ ２０１１年４月１８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

春野菜入荷中!!
・ 大根 １本 130 円 五和町 堤田（無農薬・無化成）

・ 新たまねぎ 2～4玉 150 円 五和町 馬場（無農薬・無肥料）

・ 小ねぎ 約 200ｇ 150 円 栖本町 今福（無農薬・無化成）

・ サラダほうれん草 約 200ｇ 160 円 栖本町 今福（〃）

・ サラダたまねぎ 2～4玉 230 円 栖本町 今福（〃）

・ 小松菜 約 200ｇ 160 円 栖本町 今福（〃）

・ セロリ 約 300ｇ 130 円 栖本町 早井（〃）

・ ほうれん草 約 200ｇ 100 円 栖本町 早井（〃）

・ 春キャベツ 1玉 130 円 栖本町 早井（〃）

・ ベビーリーフ 約 40ｇ 150 円 大矢野町 平山（〃）

・ リーフレタス 1株 130 円 松島町 林田（〃）

＊気象状況などにより、入荷がない場合があります。

どうぞご了承ください。

絆の社員で本泉農園に

ブルーベリーを植えました!!

バニラ・いちご

紫いも・黒ごま

玄米

ベルギーチョコ

※当企画は、もやいショップ
でのみ実施します。

全部で 6 種類・37 本植えました。
今年は実はなりませんが、手入れを頑張ります。
来年は 1m 以上になります。



◆FAX 注文は下記もお書きください

お名前：

お電話：

※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。

★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。

4/18(月)

750kcal720kcal

・白身フライ

・雑穀入り五分づき米ごはん

・厚揚げと里芋の煮物

・ごぼうのふりかけ

・切り干し大根の焼きそば風

・漬物

・有機紅茶の寒天

～～～～～～～～～～～～～

５６２Kcal

デトックス効果 更年期症状の緩和

～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。

★マークは新作メニューです。

・玄米ごはん

・グルテンバーガーの春巻

・いんげんのゴマ和え

・大根の梅酢漬け

・漬物

・★さつま芋とﾘﾌﾞﾚﾌﾗﾜｰのだんご

～～～～～～～～～～～～～

５７０Kcal

デトックス効果 日焼け予防

780kcal

・メンチカツ

・玄米ごはん

・車麩のｽﾃｰｷ 手作りｽﾃｰｷｿｰｽ

・大根のきんぴら

・きのこのカレー炒め

・漬物

・りんごのくず煮

～～～～～～～～～～～～～

540Kcal

便秘改善 ｶﾞﾝ予防 お腹を守る

680kcal

ミニハンバーグ・一口カツ・鯖の魚醤漬け焼き
581kcal

・野菜たっぷり豆腐ﾊﾞｰｸﾞ

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

●幕 の 内 弁 当 ●唐 揚 弁 当

●豚 カ ツ 弁 当 ●鶏の照り焼き弁当

●鮭の塩こしょう焼 ●塩 鯖 弁 当

●コ ロ ッ ケ 弁 当

【1 パック 150 円】単品
●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

～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。

4/19(火) 4/20(水) 4/21(木) 4/22(金) 4/23(土)

（前日予約）

トマトソース

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

663kcal

・白身魚の天ぷら
牛深産味元使用

・黒米入り五分づき米ごはん

・大豆ﾀﾝﾊﾟｸの南蛮 豆乳ｿｰｽ

・ごぼうきんぴら

・白菜とえのきの煮びたし

・漬物

・季節の果物

～～～～～～～～～～～～～

５７８Kcal

ポリフェノール効果・ガンの予防

・黒米ごはん

・5種の野菜コロッケ

・★にんじんサラダ

・切り干し大根の煮物

・漬物

・抹茶わらびもち

～～～～～～～～～～～～～

５8５Kcal

美肌 目の疲れ

新青のり入り


