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七夕飾り開催中！
もやいショップ前を含めた銀店街が、市内各所の
保育園・幼稚園の園児さんが飾り付けで賑やかになりました。

ゆるっと天草食農ネットワーク

旬 の た よ り

・ 箱の水保育園

・ふたば保育園

・ みこころ保育園 ・さくら保育園
・ 延慶寺保育園

Web サイトへ go!→http://amakusa.biz

・本渡北幼稚園

・ はまゆう保育園 ・めぐみ保育園
・ みなみ保育園

・大谷崎保育園

六月十日（日）
（楽愛創村へ）
絆ファーム設立総会
開催！

「天草の農業を興す事業を通し
て、地域の人と人との“絆”を
結び直す新しい社会づくりをめ
ざします」

この趣旨にご賛同いただいた
県内外の多くの方より入会のお
申込をいただき、当日は前途を
祝うかのような快晴のなか、ポ
ル ト に て 総 会 を 執り 行 い ま し
た。

発起人を代表して橋本社長の
開会挨拶があり、大田計満氏を
議長として進行しました。

中山健二氏より、現在置かれて
い る 状 況 や こ れ まで の 取 り 組
み、今後の事業計画などの説明
があり、理事・監事などの役員
の選出を行い閉会しました

現在申請作業を行っており、
９月ごろの認証を経て、

「特定非営利活動法人 絆ファ
ーム」の誕生予定です。

・ 本渡南幼稚園

今後は設立記念のイベントや
収穫祭などを予定しており、詳
細についてはあらためてご案内
したいと思っております。

「このような取り組みは出来
ないか」などのご要望やご質問
などお気軽にお問い合わせくだ
さい。なお引続き会員の募集を
行っています。趣旨にご賛同い
ただける方は、ぜひお申し込み
お待ちいたしております。

説明をする事務局長 中山健二氏

もやいショップ／ゆるっとショップで
書いていただいた短冊は飾りつけします。

♪屋根裏レストラン♪
マクロビランチ毎月 1 回開催中！
次回は７月２０日（金）
と き：７月２０日（金）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）
左記は
前回のマクロビランチ
の写真です。
（参加者提供）

ウメのチカラ（梅の一般的な効用）

役員及び事務局の体制は次の通
りです。

代表理事
橋本 亜三生
副代表理事
大田 計満
同
田中 邦子
理
事
高畑 康子
國武 裕子
濱 紀美子
園田 浩子
福本 裕二
松本 淳昭
吉田 幸範
監
事
永野 愼二
同
原田 幸雄
事務局長（理事）中山 健二
事務局
池崎 弘
同
宗 孝太郎
同
津組 知幸

＊弱アルカリ性効果（血液を弱アルカリ性に保つ）
人が健康であるためには、血液がアルカリ性でなければなりません。体を弱アルカリ性に保ってくれます。
＊疲労回復効果（クエン酸の働きで体の疲れを取る）
昔から夏バテにウメが効くと言われるのは、梅のクエン酸の働きです。
＊整腸作用効果（胃腸の働きをスムーズにする）
胃酸などの消化液の分泌を促し、胃から腸へとスムーズに不要なものが体外に排出されます。
また梅干しに含まれる有機酸は、腸内で悪玉菌が繁殖するのを抑えてくれます。
＊カルシウムの吸収を助ける効果
カルシウムは牛乳やヨーグルトや小魚に多く含まれていますが、吸収されにくい物質です。しかし梅のクエン酸
と結びついて溶けやすくなり、腸から吸収されやすくなります。
＊抗菌効果（食べ物の腐敗を防ぎます）
梅干しにはご飯を腐らせる菌の繁殖を抑える効果があります。

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)

㈱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

7/2(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

7/3(火)
680kcal

7/4(水)
710kcal

7/6(金)

7/5(木)
690kcal

・すり身ハンバーグ ・チキンカツ

・豆腐のフワフワ揚げ

・黒米ごはん
・車麩のカツ
・にんにくの芽の佃煮
・きゅうりの塩昆布和え
・漬物
・そばがきのきなこ和え
～～～～～～～～～～～～～
５８２Kcal
むくみ改善 疲労回復

・ひじき雑穀ごはん
・ベジミートボール
・こんにゃくきんぴら
・にんじんのピーナツ和え
・漬物
・玄米コーヒー寒天
～～～～～～～～～～～～～
５７１Kcal
デトックス効果 貧血改善

（タルタルソース）

・玄米ごはん
・筑前煮
・おくらのゴマ和え
・かぼちゃマッシュ
・漬物
・抹茶寒天
～～～～～～～～～～～～～
５６５Kcal
美肌 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
●煮しめセット 100g 100kcal
●さばの味噌煮 約 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

645kcal

～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：

7/7(土)
660kcal

780kcal

・ミニオムレツ

・白身魚の天ぷら

・ジューシーメンチカツ

・玄米ごはん
・車麩のステーキ 香味だれ
・ひじきと人参の梅酢サラダ
・こんにゃくのピリ辛
・漬物
・わらびもち
～～～～～～～～～～～～～
５６８Kcal
貧血改善 血行促進

・玄米ごはん
・★大豆メンチカツ
・★夏野菜パスタ
・大根と人参のシャキシャキサラダ
・漬物
・ミカン寒天
～～～～～～～～～～～～～
５９０Kcal
コレステロール低下 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。

（トマトソース）

（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。

