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味噌についてその②
味噌の効用

担当栄養士

野崎由美子

気候がいいと旅がしてみたくな
ります。昨年「一人旅のススメ」
という本を見つけ、読みやすく、
イラストやマンガ形式になってい
たので、長女に送りました（一人
で外食もできない子なので、一人
旅なんて、ほとんど宇宙の旅みた
いなもんでしょうが・・・）そう
したら、宿坊へ泊るという項にひ
かれ、友達と大分の宿坊へ行って
きたそうです。写経、お寺の生活
の話など体験し、特に精進料理が
おいしく「おかわり！」と言いた
くなるほどだったようです。
そこで『お寺ごはん』という本
を貸してくれました。マクロビで
も使えるメニューもあり、いくつ
か実践し、その内容でためになる
ことがあったのでご紹介します。

料理僧が実践する
『お寺ごはん』

しんせ

＊だし＊
料理の前にだしをとると、謙虚
で穏やかな気持ちになり、食材
（命）と向き合う準備が整う。

味噌の活用

基本だし
◎昆布だし
固く絞った雑巾で昆布の表面を
ふき、汚れをふいて水に浸す。
◎椎茸だし
干ししいたけを、水に１０分お
き、その水は捨てる。ボウルに
水・砂糖（だしを出やすくする
ため）を入れ常温でおいておく。
◎大豆だし
大豆をフライパンで煎る。カラ
カラ→コロコロ→カラカラと音
が軽くなってきたら、鍋に煎り
大豆・水を入れ沸騰させ、火を
止め半日おく。
◎野菜の皮だし
鍋に水と野菜の皮を入れ、弱火
にかけ沸騰直前に火を止め、野菜
を出す。
＊これから野菜をむいた皮は捨
てずに、だしに使ってみたら？
◎かんぴょうだし
さっと洗い、塩をふり、弾力が
出るまでもみ、水洗いする。鍋

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

に水を入れ、沸騰したらかんぴ
ょうを入れ、柔らかくなるまで
ゆでる。

医療コンサルタント 細川 順讃（ほそかわ かずひろ）

「野ざやんには申し訳なかけど、
マクロビ通信の編集後記だけちゃ
んと読んどる」と言われたことあ
ります。そんなね――、いつも面
白い事ばかりあるわけじゃないと
よ・・・。でもそう言われればと
回りをキョロキョロ、ネタ探しの
芸人のようにウロウロしてます。
私がにたあ～と笑ったら、それ、
書かせてもらいます（笑）の意味
ですから・・・。

編集後記

乾物はだしとして使えます。私
は切干大根のだしが大好きです。
おひさまの光をいっぱい浴びたも
のには、ふんわりと優しいだしが
取れる気がします。
どなたか「アッ、私宿坊行った
事ある！」という方、いろいろお
話聞かせてほしいです。お寺さん
に尊敬の念を抱きつつある野崎で
す。「お寺ごはん」の本を読んで
思いました。

◎わかめだし
わかめを洗い、水に入れ戻す（戻
した水がわかめだし）

コリや炎症の際、味噌をガーゼに薄く延ばして
患部に張ると味噌の成分が皮膚から浸透し、炎症
が治まります。この場合は赤味噌が最適です。
また、味噌で野菜を調理することによって、野菜
に不足している成分を補い、栄養素を活性化し、
消化をよくし、味を調えます。また味噌は熱に
よって破壊する成分が多いため、生で使うのが
望ましいので、野菜の和え物、味噌漬けはより
効果的です。

という意味があります。
表にみえない「だし」をていね
いに取るとき、料理の味や見栄以
上に大切なものがあることに気づ
くでしょう。

味噌は、がんの予防にも効果があります。これは国立がん研究センターで 26 万人を 13 年間にわ
たり疫学調査を行って得られた結論です。味噌に含まれる特定成分の働きではなく、数百種に上る
多種多様の物質による相乗効果です。
味噌の解毒作用は協力で、農薬・薬物など
化学物質、放射性物質、タバコの有害物質などを
中和分解します。また、味噌を適度に焼くと、
脾臓、すい臓の機能を高め、リンパ系や血統の
コントロールを安定化する作用もあります。

仏 教 の 言 葉 に 「 身施」 と い う も
のがあり、これは自分の手足を動
かし、人や世の中のために働く事

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)

1 ㎏ 280 円
3 玉（約 500ｇ） 150 円

マクロビ通信５月号

＊レモン（栽培期間中は農薬・化学肥料不使用）

マクロビレストラン開催
５月２４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）
（減農薬・減化成肥料）
1 袋（500ｇ～600ｇ）5 玉 250 円
とても甘く、手でむけるみかんです

お早めのご予約お待ちしております！
ご注文は下記まで！
（栽培期間中は農薬・化学肥料不使用）
500ｇ
150 円

旬 の た よ り

150 円
１～２玉

ゆるっと天草食農ネットワーク

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

5/20(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

5/21(火)
715kcal

5/22(水)
695kcal

・塩唐揚(カレー風味)

・コンビ弁当

・黒米ごはん
・車麩の照焼き
・大根の黒ごま酢漬け
・にんじんとスナップエンドウのゴマ和え
・漬物
・りんご寒天
～～～～～～～～～～～～～
５５８Kcal
美肌 貧血改善

・にんじん玄米ごはん
・車麩のカツ
・大葉ジェノバパスタ
・野菜マリネ
・漬物
・マクロビレモンケーキ
～～～～～～～～～～～～～
５９２Kcal
美肌 疲労回復

ミートボール・エビフライ

【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

5/24(金)

5/23(木)
720kcal

・ミックスフライ
ミニカツ・赤玉ねぎ・かぼちゃ

・玄米ごはん
・グルテンミートの甘酢あん
・★ほうれん草とにんじんアーモンド和え
・昆布と生姜の佃煮
・漬物
・そばがきだんご
～～～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
疲労回復 デトックス効果

670kcal

～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：

5/25(土)
710kcal

700kcal

・豆腐ハンバーグ

・赤玉ねぎたっぷり鶏肉のマリネ風

・のり弁当

・もち麦ごはん
・おからこんにゃくのトマト煮
・切り干し大根とパプリカのナムル
・きのこ大葉炒め
・漬物
・メープル白玉
～～～～～～～～～～～～～
５６０Kcal
ガンの予防 便秘改善

・玄米ごはん
・★新玉ねぎと野菜のコロッケ
・糸こんにゃくのピリ辛炒め
・★きゅうりと紫玉ねぎのゆかり和え
・漬物
・つぶつぶみかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８８Kcal
精神の安定 デトックス効果

～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。

