
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・FAX：0969-24-3697

Email:info@amakusa.biz

天草市浄南町５９－３

No.４１６ ２０１１年７月１１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://amakusa.biz

銀天街にて 2回目の夜市が賑やかにありました。
７月 2 日（土）

先週の夜市は、お天気にも恵まれ、にぎわいました。もやいショップ・

スマイルパーク前では、先週に引き続きカラオケ大会。健康ジュース、

焼きそば、阿蘇天然アイスクリーム、おにぎり・からあげなど販売！

8月 6日（土）までです。ぜひ 1度遊びに来てください。

スマイルパークではチビッコのど自慢第 2回目開催！
今週のチビッコチャンピオンは

松田 美月さん（本渡北小学校６年生）曲目は「翼をください」

先週に引き続き 2 回目の挑戦で見事に週間チャンピオンとなりました。

次週は 7 月９日（土）です。ぜひあなたも参加しませんか！

参加者へは、「もやいショップあまくさ」より阿蘇天然アイス引換券進呈！

・7 月 9 日 第 3 回チビッコのど自慢 天草フラダンスショー

・7 月 16 日 第 4 回チビッコのど自慢 ユミダンス・KDANCE

・７月２３日 第 5 回チビッコのど自慢 松岡マンドリンクラブ

・８月６日 チビッコのど自慢チャンピオン大会・夏祭り盆踊り大会

参加申込書は各ショップに準備しております。またはお電話にてお申込み下さい。

～海物語弁当～
7 月 21 日（木） 好評予約受付中！

★ご飯を「タコ飯」又は「ひじきご飯」よりお選び頂けます

限定 300 個 500 円 ご予約はお早めに

少しずつ晴れ間も見えますが、梅雨明はいつでしょう？待ち遠しいですね。

先週に引き続き、夜市シリーズ第 2 弾です。

～ご来店者様お買い物特典ご案内～
土曜日 スマイルスタンプ 2 倍セール

毎月第一月曜日 一割引セール

＊野菜・生鮮食品・惣菜は対象外となります

次回は 8 月１日（月）です

お知らせ
有明町 株式会社「絆」より「本泉 さわやか農園産きゅうり」初出荷！

昔ながらのいぼいぼのあるキュウリが入荷しました。懐かしい味！

２本入り 120 円 ５～6 本入り 300 円

◆きとそうめん◆
キトサンを練りこんだ

健康そうめんです

1.8kg 入

2,470 円（化粧箱入）

◆手延べそうめん◆
天草伝統の風味

昔ながらの手延べそうめん

1.7kg 入

2,100 円（化粧箱入）

◆トコゼリー◆
ところてんを使用した

無香料・無着色

フルーツゼリー

6 個入 1,160 円 16 個入 2,840 円

◆りんごジュース◆
津軽農業青年会議

直販の 100%ジュース

1,000ml×6 本入

3,900 円

◆松合食品たまコッコーセット◆
くまもと物産フェア 4 年連続

第 1 位の商品です。
・丸大豆醤油

・たまコッコー・ゆずポン酢

各 150ml 計 3 本入 1,100 円

◆ドリンク詰合わせ◆
夏場の必需品として好評です。
お子様がいらっしゃる
ご家庭へどうぞ！
5 種類 計 16 本入
2,260 円

大賑わいの銀天街

ショップも大盛況

↑大人のライブ
店員も

盛り上がってます→

ちびっこのど自慢



◆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。

7/11(月)

・雑穀入り五分づきごはん

・大豆たんぱくの唐揚げ

・切り干し大根のそば粉焼き

・大根の梅酢漬け

・漬物

・白ごまのﾌﾞﾗﾏﾝｼﾞｪ風

～～～～～～～～～～～～～

５９０Kcal

血行促進 疲労回復

～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

・野菜春巻

・きのこの香味炒め

・★こんにゃくのﾄﾛﾛ昆布和え

・漬物

・三年番茶の寒天

～～～～～～～～～～～～～

５85Kcal

便秘改善 疲労回復

・玄米ごはん

・大根マーボー

・人参とひじきの梅酢サラダ

・ごぼうの味噌煮

・漬物

・有機紅茶寒天

～～～～～～～～～～～～～

5７０Kcal

美肌・ポリフェノール効果

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

●魚フライ弁当 ● 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。

7/12(火) 7/13(水) 7/14(木) 7/15(金) 7/16(土)

（前日予約）

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

・黒米ごはん

・車麩の照り焼き

・山芋のポン酢かけ

・昆布と生姜の佃煮

・漬物

・リンゴのくず煮

～～～～～～～～～～～～～

５７2Kcal

デトックス効果・胃腸を守る

・玄米ごはん

・車麩のカツ

・ひじきの煮物

・きゅうりのピリ辛韓国風

・漬物

・★抹茶豆乳もち

～～～～～～～～～～～～～

5９０Kcal

貧血改善・むくみ改善

550kcal

750kcal

720kcal

610kcal

770kcal

560kcal

555kcal

680kcal

・鶏肉のｶﾚｰ風天ぷら
740kcal

・チキンカツ

578kcal690kcal

・白身魚の甘辛煮 ・サバのみそ焼き

583kcal635kcal

・魚の照り焼き ・若鶏の一口グリル
特製卵たっぷりﾀﾙﾀﾙｿｰｽ・青じそすり身揚げ ・野菜炒め


