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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

●巻き寿司とサラダ巻のハーフセット ●ウインナー巻
●サラダ巻
●巻き寿司

数に限りがあります。ご注文はお早めに・・・ご予約〆切 1 月 29 日(火）

マヨネーズ風ドレッシング

◎コレステロールゼロ！
◎卵ゼロ！
◎カロリー58％オフ！

こんにゃく、大豆ベース

薬でないけど常備役

㈱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

プレミアムナチュラル・
ジェル

ムシ歯を防ぐ・
歯垢を除去する・
口臭を防ぐ

320ｇ入り 500 円

トンネルの中で天井が落下し、
大事故が起き、人が犠牲になるな
んて普通考えますか？
考えてみますと、今の世の中完
全に「安心・安全」なんてことが
あるのでしょうか？
「そんなこといちいち考えて生
きるよりも、毎日毎日できるだけ
楽しく暮らしていくのがいいの
さ」という方もいらっしゃるでし
ょうが、これから「夢のある人生
へ旅立とうとしている、子供たち
や若者たちのことを考えると、少
しでも「安心・安全」な世の中を
与えてあげるための努力を、私た
ち大人が日々やらなければならな
いと責任を痛感し、実践しなけれ
ばと思っています。
何？お前は本当に実践するかっ
て？
私は生まれてこの方五十余年生
きてきましたが、ただの 度
1 も嘘
をついたことがありませんよ！
神に誓って！あ～私を疑ってい
るでしょう！
人を信じないとだめですってば
ぁ～。

ご家庭に一本常備して健康な 生活を過 ごしましょう

はたして責任を持って発言して
いるのでしょうか？と疑いたくな
ることも多いのでは・・・。
自分たちの発した言葉に、何の
責任も感じることもなく、平然と
していることに怒りを覚える人々
は多いはずです。
「自然災害だから仕方がない」
みたいなことを平気で話す方たち
のなんと多い事か。
また「想定外の」という言葉も
盛んに使われていますが、想定し
たのは一体誰なんだ？と思い腹が
立ちます。
「安全神話」「想定」なる言葉
を素直に信用しないで、可能な限
りその裏にある、危険性をも知る
努力をしなければ，これからの世
の中、生きていくことは難しいの
ではないかと思います。
私たちは（いえ私はですが）「絶
対安心です」「安心してください」
などの言葉をいとも簡単に信用し
てしまう癖がついています。
放射能の問題にしても、様々な
施設などの問題にしても、食べ物
全般についても、医療問題にして
も、「これは安全ですよ」といわ
れれば、「あ～そうですか」と無
防備になりすぎてるのではないか
と思います。
この日本で、放射能汚染で長年
暮らした土地を追われるなんて誰
が考えたでしょうか！

と き：1 月２５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）

コレステロールが心配！だけどマヨネ
ーズが大好き！というマヨラーのみ
なさん 1 度お試しください！
原材料
食用植物油脂・こんにゃく・リンゴ酢・
水あめ・砂糖・粉末状植物
性たん白（大豆）
憎粘多糖類・酵母エキス
香辛料・香辛料抽出物

＊メニューが決まりましたら、ご案内いたします。

新発売！

マヨール

1 月２５日（金）
マクロビレストラン開催

「安全・安心」 この言葉は、世の
中誰でも、子供たちでさえ、その
意味を知っていることと思いま
す。日頃簡単に使っていますよね。
しかし私は最近になって、この言
葉の持つ深い意味を知らずして、
使っているのではないかと思うよ
うになりました。
本来この言葉を使うときは、発
した人の責任は大変重大ではない
のかと考えます。「責任を持つ」
とは少々大袈裟ではないのかと思
いもしますが。しかし責任の重い
立場の人ほど、安易に使っている
のではないかと。最近少々痴ほう
症の入ってきているこの頭で考え
るようになりました。
気軽に「安心して」とか「安全
ですよ」とか日頃の生活の中で使
われているし、又聞かされていま
すが、発している方は責任を持っ
て発しているのでしょうか？
また、聞くほうも平気で「あ～
そうですか」と脳天気に構えてい
るのではないでしょうか・・・。
今の世の中、取り返しのつかな
い事件が多発しています。しかし
国や県の責任の重いはずの人たち
が発した「これは安全ですよ」「安
心してください」等々・・・。

歩朝（あゆみはじめ）

安全・安心について

2 月２日（土）3 日（日）

「ゆるっとショップあまくさ」で検索！

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

1/21(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

1/22(火)
710kcal

1/23(水)
705kcal

・魚の唐揚げ

・鶏の天ぷら

・黒米ごはん
・大豆たんぱくの塩麹唐揚げ
・きゅうりのピリ辛韓国風
・きんぴらごぼう
・漬物
・三年番茶の寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８５Kcal
むくみ改善 疲労回復

・玄米ごはん
・車麩のホイコーロー
・大根のゆかり漬け
・ほうれん草のソテー
・漬物
・玄米粉モチ
～～～～～～～～～～～～～
５６０Kcal
目の疲れ 美肌

【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

1/25(金)

1/24(木)
685kcal

・すり身ボール
(きのこあんかけ)

・玄米ごはん
・れんこんハンバーグ
・たたきゴボウのくるみ味噌和え
・切り干し大根の煮物
・漬物
・さつまいものきんとん
～～～～～～～～～～～～～
５７２Kcal
デトックス効果 気管支の強化

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：

1/26(土)
710kcal

670kcal

・白身魚のピリ辛チリソース

・チーズハンバーグ ・魚のかば焼き

・麦入りひじき混ぜごはん
・ゆで大豆のメンチカツ
・干し柿なます
・酢ごぼう
・漬物
・りんごコンポート
～～～～～～～～～～～～～
５９６Kcal
コレステロール低下 風邪予防

・ひよこ豆入り玄米ごはん
・★高きびと、里芋のクリームグラタン
・大葉ジェノバパスタ
・★手作りぽん酢のピクルス
・漬物
・生姜紅茶寒天
～～～～～～～～～～～～～
５９４Kcal
抗酸化作用 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。

