味噌について

２０１３年４月２９日
No.５０５

味噌の種類

ゆるっと天草食農ネットワーク

白味噌より、赤味噌のほうが栄養価が高いといわれています。熟成中に微生物が繁殖して様々な
栄養素や有効成分を作り出しますが、白味噌は熟成期間が短く、熟成期間が長い赤味噌のほうが
栄養価が高くなります。

麹の種類

旬 の た よ り

味噌のカビ

その②

味噌は、がん、胃潰瘍、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、認知症、アルツハイマー、食中
毒などの予防に効果があります。脳、胃腸、肝臓、心臓、血管、皮膚などの機能を高め、高血圧、
低血圧いずれも調整させ安定させます。また、老化防止、母乳の分泌も促します。
多種多様に存在する微生物は腸の機能を高め、腸内善玉菌を増やし腸内環境を整えます。生みそ
は小さじ 1～2 杯でヨーグルト 100ｇ以上の整腸作用があります。

時計

味噌の効用

白いカビ上のものが表面に浮いてくる事がありますが、これはカビではなく繁殖した酵母の集団
です。醤油でも同じですが、白く繁殖してしまったらその部分だけ取り除けば大丈夫です。味噌
全体に混ぜ込んでもいいのですが味が落ちます。赤、緑、青などカラフルなカビは有毒です。し
かし良い条件で醸造された良質な味噌はカビが出ることはありません。

味噌の選択

歩朝（あゆみはじめ）
高校生の頃、初めて父親に買っ
てもらった金ピカの腕時計を壊し
てしまい、どなられ、ぶたれるの
を覚悟で、酒を飲んでいる父親の
前へ正座して、事の顛末を話しま
した。父親のコップ酒の手が一瞬
止まりました。次に酒が来るか、
手が来るか、怒声が来るか！身が
すくんだ一瞬！意外や意外！優し
い声で「なんか、お前のそん顔
は！」私は不覚にも泣き出してし
まいました。「よかよか、壊れた
もんは仕方んなか。泣くな！男が
そん位で泣くな！」人間て優しく
されればされる程、泣くもんなん
ですね。子供のころから父親に対
しては決して泣かないようにして
いました。意地でも泣くもんかと
思っていましたから。父親は若い
頃から草相撲でならし、柔道もや
っていましたし、当時の男として
は大きい方でした。又、飲む、打
つ、買うの３拍子揃ったそれはそ
れは大変な親父でしたから。その
ため、怒られても、決して泣くも
のかと思って育ってきました。そ
のことが私の唯一の父親に対する
反抗でした。
「あの時計は、競馬でちょっと
もうけたけん、質屋によって、よ
か質流れ品のあったけん、こりゃ

味噌の効果を得るには、良質のものを選んで下さい。原料が悪く製法が不自然で、添加物が多量
に入っているものは効用どころか有害になります。有害となる味噌には、遺伝子操作をし農薬を
大量に使い、化学肥料で育てた大豆や小麦を使ったものや、大豆は有害な溶剤を使い油脂分を取
り去った脱脂大豆を原料にしているのもあります。化学塩、化学物質、防腐剤、酸化防止剤など
を添加し、味をごまかし短期間で熟成させ「みそもどき」の製品では効用どころか、病気を作っ
てしまいます。

医療コンサルタント 細川 順讃（ほそかわ かずひろ）
月刊「マクロビオティック」「マクロビオティックでトータルライフデザイン」好評連載
著書 「食養読本（、女性編）」「食養生大全」など

よかばいとおもって買ってきたっ
たい！心配すんな」私は大声を上
げて泣きだしました。親父には、
自分と正反対のデリケートな息子
の気持ちなんか到底理解できなか
ったと今でも思っていますが・・・。
一か月ほどたったある朝、枕元
に小さなケースが置いてありまし
た。あっ、時計だってすぐわかり
ました。安物だけど新品の腕時計
でした。無理をして買い求めてく
れたのはよく分かりました。その
頃の父親の仕事は、三井三池製練
所に行っていましたが、正規の社
員ではなかったと思います。毎朝
３時に起き、定番の冷や飯にみそ
汁をぶっかけ、流し込んで家を出
ていました。約一時間ほど暗い道
を駅まで歩き、４時の汽車で隣町
の工場に通勤していました。安い
給料で子供６人を育てるのは大変
だったろうと、今では感謝の気持
ちでいっぱいですが、当時はあま
りの横暴ぶりに反抗心をつのらせ
ておりました。
私はこの時計を本当に大切に扱
いました。ベルトを何度も替え、
修理にだし、教員になって も 年
以上は使っていました。今は私の
机の引き出しの奥で静かに眠り、
唯一の父親の形見となっていま
す。私はこれをはめて、千の風に
なろうと思っています。
自分で働いた金で買った時計

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

★5 月 13 日（月）は 1 割引デーです★

は、どこに行ったか分からなくな
り、次々と変えていきました。そ
の中でも２つの思い出に残る時計
があります。その頃私が時計を買
う店はいつも決まっていました。
高校の大先輩が経営していた、県
一の老舗の時計店でした。今はも
う跡形もなくなりましたが、思い
出深い店でした。
熊本市にかつて「太陽デパート」
があり、よく行っていましたがそ
こに出店をするということで、お
祝いに開店前日によりました。ウ
ェストミンスター寺院の鐘の音を
出す置時計をお祝いとして買いま
した。ところが翌日、私が寄った
同時刻に火災が起き、時計店すべ
てが焼失しました。その時の置時
計は残念ながら、もう修理不可能
と言われ私の部屋で静かに眠って
います。あと一つは腕時計ですが、
いつも自由に気軽にその店では時
計を買えていたものですから「こ
れもらっていきます」と持ってき
たものが桁違いの時計だったんで
す。シンプルで何の飾りもなく、
平凡に見えた時計だったんです
が、数か月後に請求が来て飛び上
がりました。当時のピアノ１台分
よりも高かったんです！日頃正確
無比な、そして理知的な私とした
ことが一世一代の間違いでした！
♪今は少し動かない
私の脳時計～♪

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！！

【4 月】
28 日（日）・29 日（月）
【5 月】
3 日（金）・4 日（土）・5 日（日）・6 日（月）
数量限定販売！
1 パック（200ｇ）大
380 円
1 パック（200ｇ）小～中 300 円
栽培期間中は農薬・化学肥料不使用

お休みのお知らせ

《春のたより新入荷！》
お待たせいたしました
よっちゃんちのイチゴ入荷！
１０

麹の種類は米、麦、大豆の 3 種類です。麦は精白しても胚芽の部分が残りますが、米はほとんど
失われてしまうため、麹の栄養価は麦のほうが高くなります。陰性の体質や難しい病気の場合、
また体質改善のためには、豆味噌の赤みそがベストです。

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

● 唐 揚 弁 当

550kcal

770kcal

●豚 カツ弁 当

●鶏の照り焼き弁当

750kcal

560kcal

●魚フライ弁当

720kcal

●コロッケ弁当

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

610kcal

4/30(火)
670kcal

5/1(水)

5/2(木)
665kcal

600kcal

【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

5/8(水)

5/7(火)
690kcal

5/9(木)
670cal

～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：

5/10(金)
595kcal

5/11(土)

650kcal

645kcal

・魚の天ぷら

・チキン南蛮

・鮭のバター焼き

・若鶏の米粉唐揚

・白身魚の竜田揚

・チキンステーキ

・塩麹鯖焼き

・ミニオムレツ
き

・黒米ごはん

・玄米ごはん
・★車麩の中華風揚げ煮
・里芋のゴマ煮
・にんじんのグラッセ
・漬物
・わらびもち
～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
美肌 貧血改善

・玄米ごはん
・べじ麻婆豆腐

・黒米ごはん
・厚揚げのグリル
・人参の麻のみナッツ和え
・大根の黒ごま酢漬け
・漬物
・そばがきだんご
～～～～～～～～～～～
５６３Kcal
目の疲れ 疲労回復

・玄米ごはん

・麦ごはん
・車麩の照焼き
・大根のゆかり漬け
・糸こんにゃくのピリ辛炒め
・漬物
・マクロビレモンケーキ
～～～～～～～～～～～
５９５Kcal
デトックス効果

・ひよこ豆入玄米ごはん

～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。

・野菜春巻
・こんにゃくのカルビ風
・きゅうりのぽん酢和え
・漬物
・玄米コーヒー寒天
～～～～～～～～～～～～～

５７８Kcal
デトックス効果 むくみ改善

・ほうれん草と人参のゴマ和え

・切り干し大根の煮物
・漬物
・生姜紅茶寒天
～～～～～～～～～～～
５６６Kcal
貧血改善 目の疲れ

・おからこんにゃくのトマト煮

・昆布と生姜の佃煮
・ひじきこんにゃく
・漬物
・みかん寒天
～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
便秘改善 貧血改善

・大豆たんぱくの焼肉風

・新玉ねぎのサラダ
・山芋のきんぴら
・漬物
・麦こがしだんご
～～～～～～～～～～～
５９１Kcal
血液サラサラ 滋養

★マークは新作メニュ

※今回号は 2 週間分まとめて掲載しています。ご注文の際はお気をつけ下さいませ。なお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。

写真は3,000円の
イメージです

写真は500円の
イメージです

・ご予約は3日前までにお願い致します。
・内容等はお気軽にご相談ください。
・旧本渡市内の学校(小中高)へは運動会当日に配達いたします！
詳しくはスタッフにお尋ねください。

お名前

お届け先

ご連絡先電話番号

ご注文内容

（当日連絡が取れる番号をご記入ください）

・オードブル

円×

皿

・弁当

円×

個

お届け日
月

・
その他ご注文なども上記へお書きください

ゆるっと ショップ あまくさ
TEL/FAX24-3697

天草社 厨房 三喜
TEL/FAX22-1545

もやいショップ

あまくさ

TEL 27-5310

株式会社 やくそうの島 天草社 〒863-0034 熊本県天草市浄南町59-3

日

