２０１３年４月８日
No.５０２

中羽 200g
小羽 150g
かえり 100g

ゆるっと天草食農ネットワーク

各 480 円

旬 の た よ り

お墓について②

天草潮屋の一夜干しは、天草近海でとれた新鮮な魚を開き、甘塩以外一切の添加物を使わ
ず、当社独自の氷温乾燥にて仕上げております。とれたてのおいしさをどうぞご賞味ください。

３０

歩朝（あゆみはじめ）
昨年でしたか、東京都が墓地を
売り出したらあっという間に完売
したそうです。希望者多数で、抽
選だったそうですが、倍率何と、
倍！都会だったからだとは思いま
すが。一方全国各地、特に田舎で
は荒れ放題の無縁墓地が今後益々
増えるだろうと言われておりま
す。何とも不思議な現象です。
この身近な天草でも、長い間墓
参りをしていないような、荒れた
墓を見ることが多くなりました。
草ぼうぼうで、中には倒れたまま
のお墓も見かけます。かつては、
お正月、お彼岸、お盆など家族そ
ろってお墓参りをしていたように
思います。お墓の周りをきれいに
し、花を供えて、生前酒が好きだ
からと墓に酒をかける。小さな子
供たちが親のまねをして手を合わ
せている、そんな光景はあたりま
えで、普通に見られていました。
昔、天草に初めて赴任した時の
初めてのお盆、明徳寺の墓地での
夜の花火！そして精霊流し、子供
の頃を思い出し、故郷に帰ったよ
うな気になったものでした。
昔から、日本ではその家の長男
が跡を取り、墓や様々な行事を受
け継いできましたが、いつの頃か
らか家を離れ都会に出ていき、残

ＥＰＡやＤＨＡの「母親」と呼ばれる、今話題のオ
メガ３（α―リノレン酸）が 57％も
含まれており、オメガ 6、オメガ 9
なども含まれている。
『活きた栄養素』といわれる

マクロビレストラン開催
と き：4月12日（金）12時～14時
代 金：700円（飲み物付）

小豆玄米ごはん・車麩のステーキ・★塩麹アラビアータ
野菜マリネ・フレッシュサラダ・ジャガ芋のポタージュ

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！！

「ゆるっとショップあまくさ」で検索！
100ｍｌ・・・・2,100円(税込)

★新作メニュー
マクロビレモンケーキ

都会のみの考えでなく、日本全
国共通した考えのように思いま
す。しかしかつては「お墓もない
というのは、世間に対して肩身の
狭い思いがする」等との考えが多
かったようですが・・・。
今は核家族のみならず、一人暮
らしの人がどんどん増えてきてい
ます。そういう私もその一人です。
墓はもとより葬儀に対する考え方
も多様化してきており、独り者に
とっては、まずは他人に迷惑をか
けないというところが一番重要な
所ですね。そのためにも遺言を残
し、後のことをしっかり決めてお
かないと、厄介な問題が起こる様
です。私も自分のして欲しい事な
ど遺言を書き、しかるべき人に頼
もうと準備を始めた所です。墓に
は決して入らないと決めている以
上、散骨だと。先日「遺言の書き
方、相続の仕方」という本を購入
しました。今一番頭を悩ませてい
るのが、私の莫大な財産の相続、
使い方を誰に相続させるか！
♪私を散骨した海で～泣かない
でください、そこに私はいません、
死んでなんかいません～
万の風になって、万の風になっ
て、あの大きな宇宙を、飛び回っ
ていますゥ～♪

《お品書き紹介》

S サイズ（35cm×17cm）8 枚入り
トマトやピーマンなどに
M サイズ（40cm×18cm）6 枚入り
キャベツやニンジンなどに
L サイズ（50cm×20cm）5 枚入り
白菜やかぼちゃなどに

限定10名様（要予約）

次回
ご予約
受付中!!
ところ：ゆるっとショップあまくさ 2F

されたのは老いた親のみという家
庭が全国で増えてきました。高度
経済成長期から、若者たちは都会
へ出ていき、核家族が急激に進み、
田舎ではこれまでの習慣がほとん
ど失われてきました。バブルがは
じけ経済が一変し不景気になると
帰省もままならず、故郷と都会の
絆が切れ、故郷を知らない子供た
ちが年々増えているように思いま
す。
先日ある新聞の読者欄に「家族
のお墓必要ですか？」というアン
ケートがあり、結果が掲載されて
いました。回答者数２，６６２人。
ハイ
％
イイエ
％
ハイの理由として一番多かった
のは「先祖、孫のため」順に書き
ますと「家族のシンボル、心のよ
りどころ」つぎが「日本の伝統、
風習」そして「他に埋葬する場所
がない」「残された人たちの慰め
になる」等というものでした。
イイエの一番多かった理由は
「維持管理で子孫に負担を残した
くない」そして「お墓以外にも弔
い方はある」順に「共同墓地、散
骨で十分」「そもそも死んだら終
わり」ともありました。その他ち
ょっと面白い意見に「お墓も財産」
というのも。他にも「費用の問題」
「継承する家族親族がいない」
「面倒」というのもありました。

「亜麻仁油」限定入荷
230ｇ 1600 円
４２５８

入荷しました！
亜麻仁油

1,050 円
1,050 円

=内容=
がらかぶ 3 枚～4 枚
=内容=
あじ 3 枚～4 枚

（3 セットで 1,050 円）

（天 草 直 送 ）無 添 加 で仕 上 げた『干 物 セット』

ホームページ→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

4/8(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

4/9(火)
705kcal

4/10(水)
670kcal

【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

4/12(金)

4/11(木)
580kcal

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

4/13(土)
750kcal

710kcal

～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。

600kcal

・若鶏の香味揚げ ・魚の竜田揚げ

・チキンステーキ

・天ぷら弁当

・メンチカツ

・魚のかば焼き

・黒米ごはん
・車麩の吉野煮
・こんにゃくの万能だれ炒め
・きのこの大葉炒め
・漬物
・いちご
～～～～～～～～～～～～～
５７５Kcal
ガンの予防 造血作用

・玄米ごはん
・車麩の肉じゃが風煮
・きゅうりのピリ辛韓国風
・大根の黒ごま酢漬け
・漬物
・さつまいも粉モチ
～～～～～～～～～～～～～
５７８Kcal
便秘解消 むくみ改善

・麦ごはん
・手作りがんもどき
・もやしナムル
・そばがきの根菜あんかけ
・漬物
・みかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８５Kcal
コレステロール低下 ホルモンの調整

・小豆玄米ごはん
・車麩のステーキ
・★塩麹アラビアータ
・野菜マリネ
・漬物
・マクロビレモンケーキ
～～～～～～～～～～～～～
６１０Kcal
免疫力アップ 美肌

～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。

・玄米ごはん
・大豆たんぱくの塩麹唐揚げ
・切り干し大根の煮物
・こんにゃくきんぴら
・漬物
・りんご寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８８Kcal
デトックス効果 美肌

★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。

