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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

お墓について①
歩朝（あゆみはじめ）
♪私の～お墓の前で～泣かないで
ください～そこに私はいません～
眠ってなんかいません～♪

「ゆるっとショップあまくさ」で検索！

三喜の甘酒で漬けたべったら漬・ひじきサラダ・飲物

天草の方が知っている人も多い
し、「お前と一緒に墓に入りたい」
と言い出したのです。兄弟たちも
驚いたし、私もびっくり仰天！父
親と一緒の墓を拒否してるという
ことは・・・？？
父親の放蕩を許してなかったん
だ！げに恐ろしきは・・・ですね。
品行方正な私を選んだとは、おふ
くろも目が高い！
しかし私は、しっかり自分の将
来を決めているんです。天草に２
人が入れる墓を造ってくれと言わ
れても・・・。
「俺は決して墓には入らないか
ら、天草に造っても、お袋一人で
入るんだよ」と何度言い聞かせて
も・・・。
近年、日本中でお墓のことがい
ろいろ取りざたされていますね。
年々そのことは大きくなってきて
います。「お墓をどうするか？」
皆さんの家庭ではどうですか？
私は散骨してもらおうと決めて
います。樹木葬もありますが、私
は海です。
決行して下さる方に４，５千万
円ほど差し上げればいいかな？
と思っていますが・・・えっ少な
いですか？

100ｍｌ・・・・2,100円(税込)

40ｇ500 円

☆九州産あご煮干し
150ｇ500 円

ただ、ここ数年お墓参りには一
度も行っていません。 年以上前、
熊本に男兄弟３人でいつでもお墓
参りに行けるようにとお墓を造り
ました。父方の祖父母の墓は島原
にあります。たいして遠くはない
のですが、中々行けないので、地
元にしようと造ったのですが・・・。
実をいうと、私は子供のころか
らお墓は怖いものだと思っていま
した。人間はいつか死んだら、必
ず入るところだよ、と教えられて
いても、決して入らないと決心し
ていました。
子供の頃は一人遊びばかりして
いましたので、野原で虫の死がい
や、小鳥たちの死がいを見つける
と、土を掘って埋めていました。
かつて見た映画に「禁じられた
遊び」という子供たちが主人公の、
有名なギターの主題歌の素晴らし
い映画がありました。ご存知の方
も多いと思います。何度も見た映
画ですが、見るたびに自分の子供
の頃を、重ね合わせて見ていまし
た。
昨年の秋でしたが、母親が突然
自分の夫、私の父親ですが、熊本
の墓に埋葬されているのに、その
お墓には，入らないと言い出して、
兄弟たちは驚いてしまいました。
子供たちが近くにいてもあまりお
墓参りをしていないことを知った
んじゃないでしょうか？！

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！！

写真は 5,000 円のイメージです

各ご注文は３日前までのご予約で、
計 3000 円以上にてご注文をお願い致します。

大ヒットした「千の風になって」
という歌です。多くの人々の死に
対する様々な思いを変えた歌では
ないかと思います。そして残され
た人々の思いも変わったのではな
いでしょうか。小心者の私も死に
対する恐怖心が小さくなったよう
な気がします。
私も幼少のころから、親の教え
どうりに朝から仏壇にろうそくを
灯し、線香をたき、手を合わせる
ことをしていました・・・が、い
つしか忘れ母親と暮らし始めた時
につられて・・・というか注意さ
れて復活！
この３年程から一人暮らしにな
りましたが、必ず朝から出勤前に
仏壇に手を合わせています。最近
は仏壇に手を合わせる時、両方の
祖父母達、そして数千年続いてき
たであろう両家の先祖たちに語り
かけてる自分にあれ？と思うとき
があります。母親がそうしてお参
りしていることを思い出し、いつ
の間にかまねしている自分に笑っ
てしまう時があります。

レンコンの素あげゴマ豆腐ソース・もちもちのきびもち

☆本かつお削り
限定10名様（要予約）

530 円となりオトクです！(組合せ自由)

小豆玄米ご飯・車不の肉じゃが風・ヤマイモの梅がけ

20ｇ230 円
※削り節は 3 パックまとめて買うと
《前回3月22日お品書き紹介》

40ｇ230 円
次回
ご予約
受付中!!
代 金：700円（飲み物付）

☆サバ削り
ところ：ゆるっとショップあまくさ 2F

50ｇ230 円
と き：4月12日（金）12時～14時

☆天草特産極上あおさ

砂糖、しょうゆ、だしなどの調味料、又お口の健
康プレミアム製品、洗剤ウオッーシュなど、まだお
試しではない商品などこの機会にぜひお試し下さ
い。 ＊野菜、惣菜、生鮮食品は対象外となります。

春の便りが届きました
４月１日（月）ご来店者様特典
恒例 1 割引きデー

☆イワシ削り

マクロビレストラン開催
２０

こだわりの食材、味付けで
お客様に提供致します。
会議等のお弁当にもご利用下さいませ。

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

4/1(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

4/2(火)
670kcal

4/3(水)
703kcal

・魚の天ぷら

・チキンカツ

・黒米ごはん
・車麩のカツ
・糸こんにゃくのピリ辛炒め
・大根梅酢漬け
・漬物
・みかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
デトックス効果 造血作用

・人参モチきびごはん
・ひじきと大豆のコロッケ
・かぼちゃのパン粉焼き
・スナップエンドウのソテー
・漬物
・抹茶白玉
～～～～～～～～～～～～～
５８８Kcal
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

4/5(金)

4/4(木)
670kcal

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

4/6(土)
685kcal

672kcal

～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。

645kcal

・魚の塩麹焼き

・和風ハンバーグ

・エビカツ

・ミニオムレツ

・玄米ごはん
・大豆たんぱくの煮物
・昆布と生姜の佃煮
・ほうれん草のゴマ和え
・漬物
・そばがきだんご
～～～～～～～～～～～～～
５６５Kcal
目の疲れ デトックス効果

・小豆麦ごはん
・車麩の照焼き
・大根のふろふき
・★春キャベツのレーズンサラダ
・漬物
・わらびもち
～～～～～～～～～～～～～
５６０Kcal
胃を守る デトックス効果

・玄米ごはん
・★ベジミートの甘酢あん
・★切り干し大根と青菜の和え物
・こんにゃくきんぴら
・漬物
・いちご豆乳かん
～～～～～～～～～～～～～
５７２Kcal
血管の強化

～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。

南蛮甘だれ

★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。

