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ゆるっと天草食農ネットワーク

旬 の た よ り

サイズ
21cm×21cm×3 段

ホームページ→http://amakusa.biz

サイズ 21cm×27cm

野崎由美子

マクロビオティックでは
【物忘れがひどい】→緩める力
が働きすぎ。塩気を取り入れまし
ょう。
という導き方をしま す。例え
ば、酒を飲んでいるときには緩め
る力が強すぎているそうです。水
分や糖分を取りすぎて いる時に
は、きりっとした塩気のある食事
をして、引き締めるようにしてく
ださい。
具体的には、根菜類を味噌醤油
で味付けする―ごぼう と厚揚げ
の味噌炒めなど―。
特に年末は水分、糖分のとりす
ぎ注意です。

早 くも十 二月に なって しま い
ましたね。「こういう時期は、何
かと気ぜわしく、うっかり忘れた
ということがないよう、気を付け
ましょう。」と、朝の朝礼で注意
がありました。
私も今の時期に限らず一年中、
何やってるんだろう！ ？という
ことをしていますが、 人との約
束、仕事での連絡など忘れると大
変なことになりますね。

担当栄養士

マクロビ通信十二月号

サイズ
30cm×30cm

しょうゆ麹簡単レシピ

“しょうゆ麹でレッシング”
◎分量

チ ョ ーコ ーし ょ うゆ 麹 大１ 酢 大１
砂糖 大 1
油（バージンオイル・亜麻仁
オイルなどお好みのオイルで）大３

次は当ショップでの新商品と、
おすすめ商品のご紹介です。
☆体を元気にするナッツの紹介
◎アーモンド
世界的な美女コンテストで、栄
養面でサポートする方 が推奨し
ているのが「アーモンド」ビタミ
ンＥ、食物繊維が含まれている。
塩をまぶしていない ものを毎
日数個食するとよい。
手軽に食べれる「アーモンドす
り胡麻」などいかが？。
◎麻の実ナッツ
麻の実のからを取り 除いたも
の。必須アミノ酸をすべて含み、
植物性タンパク質、鉄、銅、亜鉛、
マグネシウムがたっぷりで、貴重
な必須脂肪酸（オメガ３、オメガ
６）が豊富な理想的なバランス食
品
あえ物、おやつ作りなどに
＊食べ過ぎに注意を！

【編集後記】
お正月には、次女から「三十一
日に帰ってくるから」と連絡があ
り、長女はどうするのかなと思っ
ていたら「一月半ば母の法事に合
わせて帰ってくる」と連絡があり
ました。いとこの兄の子も「それ
じゃあ、俺も合わせて帰るぞ」と
言ってきたようで、法事と言いな
がら飲むことを楽しみ に帰って
くるのでしょう―気が 緩まなけ
ればいいのですが―い とこたち
仲が良くていいんだけど、亡き母
が知ったら「こん、バカどんがっ」
とおこるでしょうねぇ。実をいう
と私も若い頃、同じように怒られ
ていましたから。今年一月にあっ
た母の一周忌には、私の兄は手品
までして見せて、とても法事とは
思えない盛り上がりでした。

以上４品は私のおす すめ品で
す。店頭にない場合は、お取り寄
せもできます。おたずね下さい。

◎くるみ
脳の活性化によいと されてい
るが、形も脳に似ているのが不思
議。軽く炒ってから使う。
みじん切りにして、クルミ味噌
に。またパンやお菓子にも使われ
ている。

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

200ml 490 円

◎ひよこ豆
ひよこのくちばしに 似た形状
からついた名前。茹でるとほくほ
くして美味しい。カリウムが多い
ので高血圧予防にもお勧めです。
カレー、サラダに入れる。

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！！

◎作り方
１、酢、砂糖を混ぜる。
２、しょうゆ麹を加え混ぜる。
３、油を少しづつ加えながら混ぜ合わせ出来
上がり。お好みで酢や油の量を変えてお好
みのドレッシングをどうぞ。

＊生姜には体を温める成分が含まれており、冬
場の寒い時期に食べたり、しょうが湯として毎日
少しづつとりましょう。特に皮ごと食べることにより
より成分がアップします。そのためにも、無農薬、
無化学肥料のしょうがを選びましょう。

チョーコーより醤油麹新発売！
材料（4 人分）
しょうが ２00g
黒砂糖 １/２カップ
しょうゆ 大さじ ３
すりごま 大さじ ２
作り方
① 生姜は皮ごと薄切りにして、分量の黒砂
糖、しょうゆで、汁気がなくなるまで煮詰め
る。
② 煮つまったらすりごまをまぶす。

化学調味料無添加・国内産米麹・超特選丸
大豆・うすくち生醤油使用

【黒糖しょうが煮】

まだまだ続く麹ブーム！

しょうがを使った高畑 康子の
体に優しい簡単健康料理レシピ ②

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

12/10(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

12/11(火)
710kcal

12/12(水)

620kcal

705kcal

青じそ・生姜

・玄米ごはん
・大豆たんぱくの塩麹唐揚げ
・切り干し大根とひしきのドレッシング和え
・こんにゃくのカルビ風
・りんごのくず煮
・漬物
～～～～～～～～～～～～～
５８８Kcal
便秘改善 胃を守る

12/14(金)

12/13(木)

・若鶏の香味揚げ ・白身魚のチリソース ・とり天
・黒米ごはん
・車麩のステーキ（香味ソース）
・れんこんきんぴら
・白菜の煮びたし
・みかん
・漬物
～～～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
気管支の強化 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

640kcal

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

12/15(土)
690kcal

760kcal

・和風弁当

すり身ハンバーグ

ポークカツ

・雑穀ひじきごはん
・揚げ出し豆腐
・かぶの梅酢マリネ
・にんじんの麻の実ナッツ和え
・豆乳かん
・漬物
～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
貧血予防 目の疲れ

・玄米ごはん
・れんこんハンバーグ
・小豆かぼちゃ
・こんにゃくの万能だれ炒め
・さつま芋のスイート春巻
・漬物
～～～～～～～～～～～～～
５６３Kcal
気管支の強化 胃を守る

～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。

（焼き魚・かぼちゃ・かぼちゃ）

・玄米ごはん
・大豆とキャベツのメンチカツ
・大根の黒ごま酢漬け
・にんじんグラッセ
・そばがきだんご
・漬物
～～～～～～～～～～～～～
５９８Kcal
コレステロール低下 血圧の安定

～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。

（照焼き）

（チーズ・青じそサンド）

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。

