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日

朝日新聞 12 月 1 日(土）「be」より
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記

①

3 月 8 日のテレビタミンで紹介予定

900ｇ 2,500 円

＊無添加自家製、無精製、非加熱、
非濃縮はちみつのため、蜂や、蜂の
巣の 1 部が混入している場合があり
ます

100ｍｌ・・・・2,100円(税込)

して怒りになったこと がありま
した。
高 校生に なって まもな くの 頃
でした。古文の授業で、貴族の女
性の書いた日記云々があり、自分
でも日記を書いてみようなどと
友達と話したことがありました。
数日後クラスの可愛い ～ぃ女の
子から、「ねぇ○○クン、日記書
き始めたの？」と突然話しかけら
れ、なんとこの内気で恥ずかしが
り屋のこの僕が、交換日記をする
羽目になったのです。その夜はも
う興奮して寝られませんでし
た！高校生活がバラ色になり、輝
くような人生の始まり だったの
に・・・。ある夜、飲んだくれの
父親からの一言で真っ 暗になっ
たのです。「おい、〇〇、お前に
もやっと彼女ができたようだ
な！一度連れてこい！」私のこれ
までの人生の中でこれ 以上赤く
ならないだろうと思え るほどに
赤く（なったと思う）なり、外に
飛び出しました。
親父は見たんだ！狭い部屋、六
人の兄弟のいる家で、どこにも隠
しようがなく、持ち歩いていたの
ですが・・・次回に続きます。

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！！

150 円

生産 天草長寿草研究会

無精製はちみつ入荷！

熊本の恵まれた自然環境で
育ったはちみつで
一切の加工処理を
することなく
自然のままの
生はちみつです。

り切って書き始めました…こんな
こともう何年も続いているんです
が…やっぱり持久力の無さ、意志
薄弱、忍耐力のなさで、今年も２
月半ばにしてあえなくダウンで
す。
年以上日記をつけてい る人の
コツは「たくさん書かない」「数
日分まとめてもＯＫ」「書かない
日があっても気にしない」だそう
です。自分をあまりしばらないで、
自由気ままに書くということでし
ょうか。
あ～でも、私はだめなんです。
一日書かない日があればもう自分
を許せないんです。神経質で几帳
面な性格が災いするんですね。
年々仕事で遠方へ出かけることが
多くなり、夜も書けなくなったこ
とが多いんです。仕方なく帰って
から思い出して書かねばと思うの
ですが…困ったことに最近は昨日
一日何をしたか、朝食べたものが
夕方思い出そうとしても思い出せ
なくて…ついに「え～い日記やめ
ちゃえ」とこの時ばかりは決断力
の速さで？今年もあえなく・・・。
日記をつけない人の 意見で目
立つのが「人に見られたくないか
ら」というものが結構 ありまし
た。その気持ちよく分かります。
私も過去に自分の日記 を父親に
見られ、もう恥ずかしさを通り越

血流促進、抗酸化作用、メラニ
ンの抑制～美白など効果あり。
てんぷらやおひたしへ

歩朝（あゆみはじめ）

10

100ｇ
10

入荷
ぼたんぼうふう
60

※実名公表を望まれない方は、ペンネームも一緒にご記入下さい。
・応募〆切 3 月 18 日(月) ・ご不明な点は下記までお尋ね下さい。

旬 の た よ り

コラム 元気のひけつ②
ある新聞に最近載っていた記事
ですが、「日記をつけています
か？」というアンケートを取り、
その結果が出ていました。 年前
にも同様な調査をしたそうです
が、今回は「つけている」と回答
した人がわずかばかり増えただけ
で、ほとんど 年前と変わりはな
かったそうです。二九五七人の人
から回答があり、「つけている」
と答えた人が ％、「つけていな
い」という人が ％でした。また、
日 記をつ けてい る人の ％ 強 が
「 年以上つけている」とのこと。
内容は日常の身辺雑記がダントツ
でおおかったです。つけない人の
一番多い理由は、「面倒くさい」
とのこと。
きっと今のご時世ですから、イ
ンターネットの「ブログやツィッ
ターなどでの日記」かなと思いき
や、手帳や日記帳といった従来か
らのものが圧倒的に多いとのこと
で、何となく嬉しくなりました。
中には 年以上の方もいるとのこ
とで敬服します！
実は私も、毎年、年末に高価な
日記帳を買い、よ～し今年こそ
は！一年の計は元旦にありと、張
10

41

59

3 月 25 日(月)号で発行 500 号をむかえる事となりました。このたび 500 号を記念して、
読者の皆様方より、メッセージの投稿を募集しています。内容はどのようなことでも構い
ません。尚、投稿いただいた方には粗品を進呈いたします。
住所、氏名、電話番号を記入の上、下記まで、郵送・FAX・Mail にてお送り下さい。

ゆるっと天草食農ネットワーク

マクロビレストラン開催
3 月 22 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 限定 10 名様
（要予約）
60

《旬のたより 500 号記念》

２０１３年３月１１日
No.４９８

「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

3/11(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

3/12(火)
720kcal

3/13(水)
670kcal

3/15(金)

3/14(木)
735kcal

・鶏の米粉唐揚げ ・豆腐ハンバーグ

・ミックスカツ

・黒米ごはん
・ベジマーボー豆腐
・きゅうりの中華酢の物
・もやしナムル
・漬物
・杏仁豆乳かん
～～～～～～～～～～～～～
５５８Kcal
コレステロール低下 むくに改善

・にんじん麦ごはん
・厚揚げの当座煮
・もちきびと野菜の餃子
・昆布と生姜の佃煮
・漬物
・みかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５７２Kcal
美肌 デトックス効果

・★小豆玄米ごはん
・高野豆腐のソースカツ
・ピーマン塩昆布和え
・ブロッコリーの豆乳マヨネーズかけ
・漬物
・もちきびだんご
～～～～～～～～～～～～～
５８９Kcal
腎臓強化 風邪の予防

【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

（豚 玉ねぎ ウインナー）

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

3/16(土)
675kcal

605kcal

～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。

650kcal

・白身魚の塩麹焼き

・中華弁当

・魚のかば焼き

・玄米ごはん
・車麩のカツ
・大豆の五目煮
・だいこんのゆかり漬け
・漬物
・りんごのくず煮
～～～～～～～～～～～～～
５９５Kcal
胃を守る 便秘改善

・玄米ごはん
・車麩のステーキ
・大葉ジェノバパスタ
・にんじんグラッセ
・漬物
・★甘酒白玉
～～～～～～～～～～～～～
５６２Kcal
美肌 免疫力アップ

～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。

(エビチリ・マーボー)

★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。

