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死ぬまで寝たきりにならない身体を！
～最期まで介護を必要とせず健康なまま生きる～

ゆるっと天草食農ネットワーク

旬 の た よ り
Web サイトへ go!→http://amakusa.biz
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歩朝（あゆみはじめ）

?!

人生の終わりを考える

日本は世界でも有数の長寿国
です。平均寿命が男女ともトッ
プクラス。寿命が延びたことは
うれしいことですが、手放しで
喜ぶことは 。
介護を必要とする高齢者の増
加で、施設の不足が大問題にな
ってることは、皆さんよくご存
知のことだと思います。
それに加え、老老介護も問題
になっていますね。
私 も 最 近 知 っ たば か り で す
が、今、健康寿命という言葉が
がぜん注目を集めています。そ
の名のとおり、健康な心と体で
何歳まで生きられるかというこ
とだそうです。
日本人の平均寿命（多分男女
の平均だと思うのですが）年齢
が 歳で、健康寿命が 歳で、
差し引いたその差の８年が、要
介護の期間だということになり
ます。
寝たきりか、又は人の手を借
りないと生活できない期間が、
８年！
83

背 筋

体 回 旋

膝かかえ

椅子スクワット

その場足踏み

運動した後は筋肉痛になります。
「いらんこつした。もうやめよ」と考え
ないで毎日コツコツ運動しましょう！
片足立ち

つま先立ち 手延ばし

頭ブリッジ

出典：整形外科医 宮田重樹
死ぬまで寝たきりにならない方法より

★ご来店者様特典★４月２日〜14 日（土）4 月の前期
・道場六三郎卵スープ（6,5g×５食入り）580 円→520 円（化学調味料・合成保存料、着色料不使用）
・りんごしぼりジュース（１缶 190g） 160 円→140 円（長野県産リンゴ果汁 100％）
・ぶどうしぼりジュース（１缶 190g） 160 円→140 円（ぶどう果汁 100％絞りたてのおいしさ！）
・トマトケチャップ

（１本 300g） 370 円→330 円（着色料、保存料を使用せず、有機素材を使用しました）

介護の問題は個人差はありま
すが、本人はもとより、家族の
方、周りの人にとって地獄の場
合もあります。当事者にとって
は、決して大げさではない深刻
な問題です。
人間誰でも、健康なままでそ
の一生を終わりたいですよね。
じゃ～健康なままで終われる
方法を探すことですね。
実はあるんです。できるだけ
簡単で、毎日続けられるもの。
＊自分で出来ることは、出来
るだけ自分で行うこと。
そして、何よりもそのために
体力を維持する適当な運動を習
慣づける。

① 充分な運動をする
体の運動器官が健康である
ことが大事

②必要な栄養素を摂取する
老化を予防する食事をする

③ 充分な睡眠
快眠のため、朝日を浴びる
などして体内時計を定期的
にリセットし、不眠を解消
する

・みりん風味味の母（720ml）740 円→660 円（発酵調味料 米・米麹・食塩）
・一番しぼりごま油（185g） 450 円→400 円（八代郡氷川町堀内製油製造食用ごま油）
＊いずれも数量限定品です。売り切れの場合はご容赦ください。

新入荷商品ラインナップ！

④健全な思考で生活する
いつまでも若々しく元気に生
活するには、若々しい思考、
心落ち着く思考が必要です

食生活、睡眠、若々しい思考、
皆で一緒に考えていきましょう
人間一人で生きてる人ってい
ませんよね。一人暮らしですよ
という方でも、周りの人達と大
なり小なり、かかわり合いはあ
るでしょうから。
周りの人とうまく楽しく付き
合っていくことが、又とても大
事だと思います。
人生の終わりがピンピンコロ
リとなるように。

そういえば、最近ピンピンし
していないな～。

・ちょっちゅね（加工黒糖）80g 個別包装
210 円（黒糖・粗糖・サンゴカルシウム）
・ミルクスティック（ビスケット）120g
250 円（国内産 100％小麦粉使用）
・グルメカレー（レトルト）220g1 人前
350 円（牛肉・他野菜具だくさん）
・高野山黒ごまとうふ 120g
230 円（黒ゴマ・くず・でんぷん）
・高野山ごまとうふ 120g
230 円（ごま・くず・でんぷん）
・有機豆乳 １ℓ
300 円（有機大豆 100％）

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
100ｍｌ・・・・2,100円(税込)

屋根裏レストラン
マクロビランチ毎月 1 回開催中！
次回４月は４月 19 日（木）
と き：４月 19 日（木）12 時～14 時
ところ：ゆるっとショップあまくさ 2F
代 金：700 円（飲み物付）
限定 10 名様（要予約）
★web に前回のメニューや写真をアップしました★

前回（３月 19 日）のメニュー
玄米ごはん・大豆たんぱくの酢豚風・じゃがいも
の豆乳煮・こんにゃくきんぴら・春サラダ・漬物
抹茶わらびもち・切り干し大根のみそ汁

㈱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
〒863-0034 天草市浄南町５９－３
info@amakusa.biz
http://amakusa.biz

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
550kcal

●豚 カツ弁 当

● 唐 揚 弁 当
770kcal

●鶏の照り焼き弁当

750kcal

560kcal

●魚フライ弁当

720kcal

●コロッケ弁当

610kcal

4/9(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

4/10(火)
700kcal

・白身魚のマリネ

本日の
マクロビ弁当は
都合によりお休みします

4/11(水)
690kcal

・豆腐ハンバーグ

【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
●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

4/13(金)

4/12(木)
690kcal

・魚の照り焼き

720kcal

・玄米ごはん
・大豆たんぱくの塩から揚げ
・小豆かぼちゃ
・★ビーンズサラダ
・漬物
・黒ごま豆乳プリン
～～～～～～～～～～～～～
５９５Kcal
血行促進 腎臓強化

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

4/14(土)
580kcal

600kcal

・鶏から揚げ

・魚の香草焼き

・魚のかば焼き

・玄米ごはん
・手作りがんもどき
・大根なます
・テンペの野菜炒め
・漬物
・玄米コーヒー寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
胃腸を守る 美肌

・雑穀ごはん
・大根ｽﾃｰｷ(ﾋﾟﾘ辛ｿｰｽ)
・ひじきと人参の梅酢サラダ
・いんげんのゴマ和え
・漬物
・りんごコンポート
～～～～～～～～～～～～～
５６２Kcal
貧血改善 ストレスの緩和

～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。

（レモン風味）

・黒米ご飯
・車麩の照り焼き
・山芋の梅肉和え
・フレンチフライポテト
・漬物
・三年番茶の寒天
～～～～～～～～～～～～～
５７８Kcal
疲労回復 滋養

～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。

★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。

