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台風一過、久しぶりに涼しい朝になりました。四国、和歌山など大雨で大
変でした。ここ最近地震、台風、大雨、猛暑などの天候異変が続き、それに
ともない野菜の価格が信じられないほどの高値が続いています。これからも
しばらくは野菜の品薄と高値が続きそうです。

大山町農業協同組合農園を体験しての感想
株式会社「絆」社員
7 月 5 日株式会社「絆」、社長以下 13 名で大分県日田市にある、大分県
大山町農協へ研修に行ってきました。
大山町農協のこれまでの農業の歴史、そして店を出店するまでの色々な
失敗談などのお話を伺い、大変苦労され、ここに至ったんだとつくづく感
心するとともに 勉強になりました。話の中で特に印象に残ったのが、現
在は約 3,400 人の農家の方々が出荷されていますが、最初は乱立する農協
設立(合併)の中で大山農協は一村一農協で発足され大変苦労があったと聞
き驚きました。自分達の農協は地場で守る、農村野菜も地場で守るという
基本理念で、昭和 36 年に NPC 運動(働く・学ぶ・愛し合う)を開始し、農
業構造改革と言うべき取り組みを行われてきたそうです。
また、農業の開発は、梅栗運動に始まり、ぶどう、果樹産地としての地
位を確立し菌茸類の導入により、販売高は 15 億円にも達し、大山町農協の
中心となっています。
加工事業も年々伸長し、組合員、農協にとっても欠かすことのできない
存在になってきているようでした。今後「絆」としてもこれからの指針と
して大変勉強になり、有意義な研修でした。

〜スタミナ弁当〜

1 割引デー

８月２３日（火） ご予約受付中！
★夏の暑さをのりきろう!メニュー内
容は決まり次第またお知らせします。
限定 300 個 500 円

毎月第一月曜日（8 月 1 日）は 1 割引
デーです！まだお試しではない商品
などこの機会にお試し下さい。お誘い
合わせの上おこし下さいませ。
※野菜・生鮮食品・惣菜は対象外となります

ご予約受付中！
7 月 29 日（金）

田舎巻き寿司

１本

限定 100 本

400 円

◆7 月２３日（土）夜市もやいショップ前では
「ひょっとこおどり」下浦町（ザ・あくしゃもん）

総勢 15 名

７月 16 日（土）のチビッコのど自慢チャンピオンは
南小学校合唱部 6 名による合唱

曲目は「鳥になれ」

次週は 7 月２３日（土）です。ぜひあなたも参加しませんか！
チビッコのど自慢参加者へは、当社より「阿蘇天然アイス引換券」進呈！
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 18 時～ 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。

第 20 回

若い芽 OB コンサート

と き 8 月 11 日（木）午後 6 時 30 分
ところ 天草市民センター大ホール
入場料 500 円
―天草出身の音楽家による音楽の贈り物―

主催 若い芽 OB コンサート実行委員会
後援 天の草ふれあい文化センター

国立音楽大学打楽器アンサンブル
と き 8 月 19 日（金）午後 6 時 30 分
ところ 天草市民センター大ホール
入場料 一般 1,000 円 学生 500 円
出演者 辻田 佳代子（国立音大在学中）
福田 隆（国立音大教授）他
主催 天草管弦打楽器コンサート実行委員会
お問い合わせ 天の草ふれあい文化センター（田中）

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

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
★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
550kcal

●豚 カツ弁 当

750kcal

●魚フライ弁当

720kcal

●コロッケ弁当

610kcal

7/25(月)

● 唐 揚 弁 当
770kcal

●鶏の照り焼き弁当

560kcal

● 塩 鯖 弁 当

555kcal

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

7/26(火)
665kcal

・白身魚のカレー天ぷら

7/27(水)
570kcal

7/29(金)
640kcal

～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：

7/30(土)
780kcal

680kcal

・鮭の塩焼き 野菜入さつま揚げ ・中華弁当

・若鶏のみそ焼き

・ジューシーメンチカツ

・豆腐ハンバーグ

・玄米ごはん
・カボチャのそぼろあんかけ
・★ブロッコリーの韓国風ｻﾗﾀﾞ
・こんにゃくきんぴら
・漬物
・豆乳もち
～～～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下 美肌

・玄米ごはん
・豆腐ステーキ
・ひじきの煮物
・きゅうりのピリ辛韓国風
・漬物
・さつま芋と玄米シリアルのﾎﾞｰﾙ
～～～～～～～～～～～～～
5６３Kcal
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低下 貧血改善

・玄米ごはん
・車麩のカレー味カツ
・きりぼし大根のそば粉焼
・人参とひじきの梅酢ｻﾗﾀﾞ
・漬物
・黒煎り玄米ｺｰﾋｰ寒天
～～～～～～～～～～～～～
5９１Kcal
貧血改善 美肌

～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。

（酢豚 かに玉風玉子焼き）

・雑穀ごはん
・大豆たんぱくの唐揚
・きのこの香味炒め
・キャベツの酢の物
・漬物
・有機紅茶寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８９Kcal
ガンの予防 日焼け予防

【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

7/28(木)
696kcal

27-5310

・黒米入五分づきごはん
・野菜春巻
・大根の梅酢漬け
・ごぼうの味噌煮
・漬物
・白ごまのﾌﾞﾗﾏﾝｼﾞｪ風
～～～～～～～～～～～～～
５７８Kcal
疲労回復 血行促進

（野菜あんかけ）

★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。

