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旬 の た よ り
ホームページ→http://amakusa.biz

サイズ
21cm×21cm×3 段

秋のコンサート 幕
-

先週末、天草社協賛のコンサー
トが市民センターにて開催されま
した。
二十三日 金
( 第
) 二十七回若い芽
コンサート
このコンサートは天草市在住の保
育園から高校生まで二十一組の若
い芽たちのピアノソロ、ピアノデ
ュオ、管楽器演奏など生き生きと
した演奏でした。
ゲストに熊本市在住の高校二年
生、山田 和佳さんのパワーあふれ
るピアノ演奏でした。

サイズ
30cm×30cm

サイズ 21cm×27cm

♪屋根裏レストラン♪

同午後六時からは十一組の家
族、お友達など保育園から大人ま
での仲間同士の楽しいアンサンブ
ルの「ファミリーコンサート」が
楽しくにぎやかに開催されまし
た。
ゲストに本渡中学校吹奏楽団を
迎えて、金管八重奏、サクソフォ
ン六重奏、全員の吹奏楽の演奏な
ど楽しく華やかな演奏をいただき
ました。最後に【さんぽ】を吹奏
楽団の伴奏で会場の皆さん、参加
者全員で歌い、楽しくフィナーレ
を迎えました。

旬の野菜 サトイモを使った高畑 康子の
体に優しい簡単健康料理レシピ

【さといもきんとん】

二十五日（日）午後七時から、
大人になってから音楽の勉強を始
めた八組の、平均年齢六十五才の
皆さんによる「グリーングリーン
コンサートが」開催されました。
ピアノソロ、弾き語り、歌、ギタ
ーアンサンブル、踊りなど盛りだ
くさんの心温まる演奏がありまし
た。
ゲストには天草高校十九回卒業
の同窓生女性だけのメンバー十八
名の「音汝一九太鼓（おんないち
きゅうだいこ）」の皆さんの力強
い演奏で最後を飾っていただきま
した。
会場に来場していただきまし
た、皆様、演奏会に出場していた
だきました皆様大変ありがとうご
ざいました。

材料（4 人分）
さといも 300g 柿 1 個 りんご １/2 個 干し
ブドウ 大さじ２ A（はちみつ 大さじ１ 塩 小
さじ １）
作り方 ①サトイモは皮ごと茹でる。②柿・リンゴ
は皮ごといちょう切りにする。③サトイモが柔ら
かくなったら、皮を取り、熱いうちにすり鉢また
はボールに入れてつぶし、A を加えてよく混ぜ
る。
④柿、リンゴ、干しブドウを加えさっくり混ぜる。
＊サトイモはイモ類の中で、カリウムが最も多く、
高血圧予防に効果的です。また、ぬめり成分
のムチンには肝臓や胃腸の粘膜を保護し、消
化吸収をよくする働きがありますので、煮物な
どに使うときは茹でこぼさず、なるべく煮汁も食
べてしまうように工夫しましょう。

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)

マクロビランチ毎月 1 回開催中！
次回は１２月７日（金）
と き：1２月７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）
☆メニュー予定
・玄米ご飯・筑前煮・大根のゆかり漬け
・人参のくるみ味噌和え・りんごのコンポート・
海藻サラダ生姜ドレッシング
・ニラと厚揚げの韓国風スープ

＊当日は担当栄養士野﨑より、マクロビにつ
いて説明もいたします。心と体にやさしい
マクロビ食べてみませんか！

《ご来店者様特典 一割引デー》
毎月第一月曜日（１２月３日）は
一割引デーです！

㈱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

12/3(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

12/4(火)
695kcal

12/5(水)
665kcal

・魚フライ

・チキン南蛮

・黒米ごはん
・車麩の照焼き
・もやしナムル
・にんじんグラッセ
・漬物
・みかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５６５Kcal
美肌 貧血改善

・玄米ごはん
・高野豆腐の味噌カツ
・★ミックスビーンズの和風ペペロンチーノ
・昆布と生姜の佃煮
・漬物
・わらびもち
～～～～～～～～～～～～～
５９５Kcal
コレステロール低下 体を温める

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

12/7(金)

12/6(木)
690kcal

・天ぷら弁当
（魚・かぼちゃ・玉ねぎ）

・玄米ごはん
・★大豆たんぱくのトロトロ生姜煮
・かぼちゃのレーズンサラダ
・こんにゃくの万能だれ炒め
・漬物
・玄米コーヒー寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
風邪の予防 デトックス効果

580kcal

～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：

12/8(土)
690kcal

620kcal

・煮込みハンバーグ

ポークピカタ

白身魚のマヨネーズ焼き

・雑穀ごはん
・ベジマーボー豆腐
・ごぼうの味噌煮
・ほうれん草のごま和え
・漬物
・抹茶白玉
～～～～～～～～～～～～～
５６２Kcal
美肌 ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ効果

・玄米ごはん
・筑前煮
・大根のゆかり漬け
・にんじんのくるみ味噌和え
・漬物
・りんごコンポート
～～～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
美肌 抗酸化効果

～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。

（きのこソース）

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。

