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10 月 21 日（日）高畑料理教室へご参加いただいた方からご感想をいただきました。
大変ありがとうございました。

ゆるっと天草食農ネットワーク

旬 の た よ り
ホームページ→http://amakusa.biz

「高畑料理教室」
開催されました
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今回は、親子 de
楽しく学べる
お野菜クッキングといたしまし
て、３歳から大人まで、総勢
名ほどで、にぎやかで楽しい教
室でした。
時から、先生の紹介、先生
のお話を聞き、その後８種類の
盛りだくさん
のメニュー
を料理し
ました。

メニューは
① しょうがの黒糖煮
② に ら ごま ごは んの マー ボ ー
ナスかけ丼
リンゴとさつま芋の重ね煮
秋のフルーツ塩麹ソース
ミカン寒天
リブレ団子
かぼちゃ団子
簡単活力ソイスープ

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
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30

【料理教室の感想】
子どもと一緒に話を聞けて、料理を作れる機会に恵まれました。先生の話は子どもにも分かりやす
かったようで、どんな話だったか聞くと「さつまいもを毎日食べんといけんというのが面白かった。ご飯
とみそ汁とお野菜を食べて、デザートは皮付きのまま食べる。塩こうじを食べる。アイスクリームとか、
ジュースは食べたらいかんと。」「料理作るのが楽しかった～」と、言っており話の内容も結構覚えてい
ました。
今は親が用意したものを食べていますが、これから成長していくと自分達で食を選ぶ機会も増えて
いきます。その時にできるだけ体に負担が少なく、良い食事を選べるようになるといいなぁと思いま
す。自分で料理したものを食べる喜びもあるので、小さいうちから一緒に料理しながら、作る楽しみ、
食べる楽しみを家でも教えていきたいと思いました。
（古賀様 4 歳男子と参加）

さつまいも、
かぼちゃ、な
す、ニラ、玉
ねぎ、しょう
がなどの野菜
をふんだんに
使い皆さんで
調理していた
だきました。
子どもたちは、「ミカン寒天」
の、みかんをしぼり、
「リブレ団子」
をつくりました。

次は、「秋のフルーツ塩麹ソー
ス」のフルーツを子ども達も手
伝いながら、リンゴ、ナシ、柿
を盛り付けました。
子ども達の手伝いもあって、
すべての料理が、完成！
昼食時間となり、調理したお母
さんたち、子どもたち、託児の
子どもたち、スタッフ、先生総

【料理教室へ参加して】
子供と私もアトピーということもあり、参加を決めました。食事には少し気を使いながらしていたつもり
でしたが、まだまだ知らないことが沢山ありました。
芋があると、芋天をしていましたが、焼く、煮る、などの調理方法へ変更したり、皮を一緒に食べること
の大切さも勉強になりました。
子供も以前は、味噌汁嫌いでしたが、次の日の朝食では、沢山食べてくれました。家族の健康は料
理で左右されるという意識を忘れずに、日々の生活に生かしていこうと思います。
（小林様 3 歳女子と参加）

♪屋根裏レストラン♪
マクロビランチ毎月 1 回開催中！

勢５０名近くで、「いただきま
す」っと、楽しく昼食時間。ち
ょっぴり疲れ気味の子ども達も
昼食の時間になったら元気に♪
話も弾み、良い交流になったの
ではないでしょうか。

午後からは、先生による日本
の伝統和食、特に味噌、こうじ
などの発酵食品についての講演
会がありました。
今回、子どもも参加できる料
理教室を初めて企画しました。
年齢層も広くうまく進行できる
か心配でしたが、参加いただき
ました皆様が、とても熱心に話
を聞き、積極的に料理に参加し
ていただき無事終了しました。
尚、料理教室についてのご感
想などがございましたら、右下
記載の TEL/FAX
や E-mail
へ
およせください。

次回は１１月２２日（木）
と き：11 月２２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）
＊11 月 16 日（金）は定員となりました。
11 月 22 日（木）ご要望にお応えして
追加のレストランを開きます。
ご予約は下記まで！

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)

《ご来店者様特典 一割引デー》
毎月第一月曜日（１１月５日）は
一割引デーです！
砂糖、しょうゆ、だしなどの調味料、又お口の健康
プレミアム製品、洗剤ウオッーシュなど、まだお試し
ではない商品などこの機会にぜひお試し下さい。
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

㈱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

10/29(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

10/30(火)
690kcal

730kcal

10/31(水)

11/2(金)

11/1(木)
650kcal

・白身魚の青じそ生姜香味揚 ・ミックスフライ
ミニ豚カツ
げ

・魚のかば焼き

・黒米ごはん
・高野豆腐と秋野菜の炊合わせ
・きのこの大葉炒め
・にんじんのピーナツ和え
・みかん寒天
・漬物
～～～～～～～～～～～～～
５７２Kcal
目の疲れ ガンの予防

・もちきびごはん
・がんもどき
・小豆かぼちゃ
・こんにゃくの万能だれ炒め
・漬物
・りんごのくず煮
～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
デトックス効果 更年期症状の緩和

・玄米ごはん
・★ほうれん草とｷﾉｺのｸﾘｰﾐｰｺﾛｯｹ
・かぼちゃのパン粉焼き
・にんじんと大根のﾊﾟﾘﾊﾟﾘｻﾗﾀﾞ
・漬物
・玄米ｺｰﾋｰ寒天
～～～～～～～～～～～～～
５９５Kcal
貧血改善 風邪予防

【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

650kcal

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

11/3(土)
680kcal

・ひじきたっぷり弁当

・ハンバーグ

・玄米ごはん
・ベジマーボー豆腐
・ごぼうとこんにゃくのピリ辛
・大根のゆかり漬け
・漬物
・小みかん
～～～～～～～～～～～～～
５６４Kcal
ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ効果 体を温める

・玄米ごはん
・れんこんハンバーグ
・切り干し大根のそば粉焼き
・★かぼちゃとれんこんのマリネ
・漬物
・抹茶白玉
～～～～～～～～～～～～～
５７５Kcal
気管支の強化 免疫力のアップ

ひじきコロッケ

～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。

文化の日（祝日）
のためお休みです。

～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。

※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。

