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ゆるっと天草食農ネットワーク

【産地直送】

☆山形県三元豚一回漬けギフト
ホームページ→http://amakusa.biz

【産地直送】

☆信州ハムグリーンマークハム

歩朝（あゆみはじめ）
「日本語が危ない」と、各方
面の識者たちから、声が上がっ
ています。言葉の持つ意味と正
反対の意味に使われているもの
も多くあり、若者たちが互いに
会話しているのを聞いても、よ
く意味が分からないことも多く
あります。
それだけではなく、若者たち
に「日本語が通じない」という
ようなことをいう人がとみに多
くなりました。皆様方にもいろ
いろそういう経験がありません
か！。
言葉を短くしたり、ある意味
合いのことにあててみたり、と
若者たちはそれなりに結構仲間
同士の会話を成り立たせている
のですが、ある時期を過ぎると、
使われなくなったり、変化して
いるようです。ものと同じで、
使い捨てられていますね。
いま日本中には、共通語とし
て全国どこでも分かり合える言
葉と、各地に昔から使われてき
ている方言があります。また、
造語もたくさん作られており、

★上記以外の商品も掲載したチラシを各店舗に準備しております。どうぞご覧下さい♪

玄米ご飯・大豆たんぱく塩麹揚げ（べジ豆乳クリ
ームソースかけ）・大葉ジェノバソースパスタ
トマトと厚揚げの味噌いため・さっぱりサラダ
精進コンソメスープ・サツマイモとかぼちゃの豆
腐クリームがけ

「じゃ～ね、バハハ～
イ」・・・？
これって美しい日本語？

http://amakusa.biz
100ｍｌ・・・・2,100円(税込)

ることが、民間人の長年の研究
でわかったそうです。「百済（く
だら）」は古代韓国にあった国
です。今でも我々が使っている
言葉に、その名残が残っていま
す。
その一つに、大したことでな
いものに「くだらない」と言い
ますね。その昔、「百済（くだ
ら）」は高い文化を持っていて、
つまらないものは「百済のもの
ではない」というところからき
ているのだそうです。
このようにして作り出されて
きた美しい日本語を私たちも、
また後世に残していきたいもの
ですね。

ご家庭に一本常備して健康な生活を過ごしましょう

TEL・FAX：0969-24-3697
〒863-0034 天草市浄南町５９－３
info@amakusa.biz

プレミアムＮ（ナチュラル）

ゆるっと天草食農ネットワーク
ムシ歯を防ぐ・歯垢を除去する・口臭を防ぐ

㈱やくそうの島 天草社
薬でないけど常備役！！

松茸弁当好評販売中！
♪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）

この狭い日本で、百花繚乱の感
ありといったところです。
しかし、ある一定の年代だけ
で通じる言葉（方言は別として）
より、年齢性別問わず、共通の
想いを分かち合える共通語を、
子供が話し始める時からきちん
と教えていくべきだと、強く思
うのですが。
美しい日本語を話し、正しい
敬語を使えるようにするのは、
日本人として義務と言っても言
い過ぎではないと思いますがど
うでしょうか・・・。
日本語は世界一美しい言葉だ
と言われています。フランス語
も美しいと言われていますが、
何のその、日本語にはかないま
せん。日本語のデリケートな表
現は、他に類を見ないと思いま
す。「わび、さび」の心を表現
できる言葉を持っているのは、
日本語にしか出来ないとよく言
われています。
「ことわざ」は世界最短の言
語芸術だと言われています。ま
た、「俳句」「短歌」など、日
本以外、世界のどこにもないも
のです。
この日本語のルーツは、何と、
「古代百済（くだら）語」であ

送料込（クール便） 3,700 円
グリーンマーク商品は、自然をおいしく召し上がっていただく
ために、発色剤・リン酸塩・結着剤・保存料・酸化防止剤・
合成着色料・化学調味料などの指定添加物は一切使用して
おりません。
糸巻ロースハム 300g
出荷は 11/20
粗挽きポークウィンナー 120g
以降となります
ミートローフ 260g

「日本語」その①

送料込（クール便） 4,000 円
国産原料を使った熟成味噌、国産大豆と国産米麹を使用し
た天然の甘味を引き出したオリジナル西京味噌、国産大豆
と食塩をじっくり天然醸造し大豆の旨味を凝縮した濃厚な
八丁味噌を使用した三元豚一口漬けです。
平牧三元豚一口味噌漬け（80ｇ×2）
平牧三元豚西京一口味噌着け（80g×2）
平牧三元豚八丁 1 口味噌漬け（80g×２）

旬 の た よ り

メニュー予定

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

11/5(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

11/6(火)
633kcal

11/7(水)
695kcal

・厚揚げマリネ

・魚フライ

・黒米ごはん
・★厚揚げのチャーシュー風
・山芋の梅和え
・白菜の煮びたし
・漬物
・三年番茶の寒天
～～～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
疲労回復 風邪予防

・玄米ごはん
・★車麩の大葉巻揚げ
・昆布と生姜の佃煮
・柿なます
・漬物
・豆乳もち
～～～～～～～～～～～～～
５８５Kcal
デトックス効果 更年期症状の緩和

タルタルソース

【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

11/9(金)

11/8(木)
695kcal

・豆腐ハンバーグ
カラフルあんかけ

・もちきびごはん
・大豆たんぱくの塩麹唐揚
・もやしナムル
・にんじんのピーナツ和え
・漬物
・小みかん
～～～～～～～～～～～～～
５９１Kcal
美肌 血管の強化

660kcal

～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：

11/10(土)
710kcal

620kcal

・さんまのかば焼き

・チキンカツ

生鮭の黄金焼き

・玄米ごはん
・筑前煮
・大根のゆかり漬け
・こんにゃくきんぴら
・漬物
・杏仁豆乳かん
～～～～～～～～～～～～～
５６３Kcal
胃を守る 便秘の改善

・玄米ごはん
・車麩のステーキ
・こんにゃくの万能だれ炒め
・小豆かぼちゃ
・漬物
・りんごのくず煮
～～～～～～～～～～～～～
５６９Kcal
腎臓の強化 体を温める

～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。

