ゆるっと天草食農ネットワーク

『「体を温める」と病気は治る』

睡眠
歩朝（あゆみはじめ
♪ねんねんころりよ おころりよ
坊やはよい子だ ねんねしなぁ
～♪
この歌はまさに子供を寝かしつ
けるためだけに歌われる歌であっ
て、それ以外の何物でもないです
ね。母親の腕の中だろうと、ねん
ねこを来た母親の背中であろう
と、母親の添い寝の布団の中であ
ろうと、低くつぶやくように歌わ
れる。歌の上手下手に関係なく、
子供はどんなにむずがっていて
も、いつしかすやすや夢の世界に
入っていく・・・。世界中探して
もこれ以上最高の「ゆりかご」は
無いでしょう！
「寝る子は育つ」とよく言われ
ていますが、このようにして
誰もが大人になってきたのでしょ
うね。
私は兄弟が多かったせいで一人
寝の習慣があったものですから、
子供の時から、眠たい時はいつで
もどこでも眠れるのが自慢でし
た。ところが最近寝つきが悪くな
ったり、夜中に何度も目を覚ます
ことが多くなり「寝たな～」とい
う実感がわかないときが多くなり
ました。「年だからですよ」と言
われそうですが。

ご家庭に一本常備して健康な生活を過ごしましょう

ほかにも入荷中

♪ねんねんころりよ
おころりよ～♪

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

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
ています。私もそうした日々を過
ごしたいと思ってはいるのです
が、一か月の半分以上は仕事で外
に出ているため、体は疲れている
のに、頭がさえて中々寝付けずに、
自分なりに色々工夫しています。
特に寝具、その中でも枕ですね。
これは皆様にもお勧めですが、医
師から勧められたことで、子供用
の水枕に氷を入れて氷枕にし、後
頭部に当てて寝ます。真冬でも一
日も欠かさずに使っていますが、
脳こうそくにならないそうです。
ぜひお試しを。
また光も重要で、赤系統の色が
夜は落ち着くと言われています。
真っ暗じゃないとだめだという人
もいますが、私は少し明かりがあ
った方がいいですね。
次に音。これも大事な要素だと
思います。私はＣＤ付のラジオを
どこに行く時も持参して、夜中に
起きてどうしても寝付けないと
き、ラジオをつけて聞いていると
いつの間にか眠ります。
今、私の最も欲しいものは、愛
する人の膝枕で、耳かきされなが
ら眠ること・・・。そしてその時
はひくく静かに歌ってほしい・・。

＊野菜、惣菜、割引商品は対象外となります。

無農薬・無化成栽培野菜入荷中！
ご来店者様特典恒例一割引きデー
《６月３日（月）》

人間いくつになっても気持ちよ
く寝起きがしたいものです。よく
眠れたと実感する日は、頭がさえ
ざえとして、活動的な 日が過ご
せます。
つい先日テレビで「子供たちの
睡眠時間が減ってきた」という番
組をみました。私たち大人でも
６～７時間は取らなければいけな
いと聞いていますが、何とはるか
に少ない睡眠時間だというので
す。
ある男子高校生の「 日に２時
間ちょっとです」というインタビ
ューを見て、育ち盛りの子供の睡
眠時間がこれでやっていけるの
か？と驚きました。また小学生の
子供たちの睡眠時間の少なさに驚
くとともに、子育ての在り方をも
う一度見直さなければ、将来の日
本はありえないと痛感しました。
子供たちの遊びの時間がほとん
どない事と、テレビやパソコン、
携帯などでその遊びを補っている
ことにある種の恐ろしさを感じま
す。
今の世の中ストレス社会だと言
われています。大人も子供も毎日
のストレスをどう開放していけば
いいのか？どこにどう働きかけれ
ばいいのか、大変重大な問題だと
思います。
元気で毎日過ごすためには昔か
ら「快眠、快食、快便」と言われ

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。
1

（知的生き方文庫 「ずっと若さを保つ」今すぐできることより）
医学博士 石原結實

◎体を冷やす食べ物/体を温め、老化を防ぐ食べ物
◎体を冷やす食べ物でもこの工夫で老化防止

旬 の た よ り

・大根
1本 130円
・きゅうり 1袋（3本） 130円
・ほうれん草 1袋 150円
・ねぎ 1袋 130円
・ふだん草 1袋 130円
・かぶ 2～3玉 130円
・スティックブロッコリー 1袋
・サニーレタス １株 150円
・じゃがいも 500ｇ 150円
1

温度差の激しい今の季節！
乗り切るために食材で体を温める工夫を！
２０１３年５月２７日
No.５０８

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

5/27(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

5/28(火)
670kcal

・天ぷらセット
・黒米ごはん
・麩の竜田揚げ
・大根の梅酢漬け
・こんにゃくきんぴら
・漬物
・わらびもち
～～～～～～～～～～～～～
５８５Kcal
造血作用 疲労回復

5/29(水)

【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

5/31(金)

5/30(木)
690kcal

・魚の照焼き

本日は愛の弁当
(数量限定)です
ご注文の際は、まずお電話 ・もち麦ごはん
でご確認くださいませ。
・大豆たんぱくの塩麹唐揚
・ピーマンの塩昆布和え
・青菜のゴマ和え
・漬物
・玄米コーヒー寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８５Kcal
日焼け予防 更年期症状の緩和

660kcal

～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：

6/1(土)
630kcal

640kcal

・ミニコロッケ弁当

・鮭の甘酒焼き

・親子丼

・玄米
・麩の吉野煮
・ひじきと人参の梅酢サラダ
・大豆の五目煮
・漬物
・★りんご煮春巻
～～～～～～～～～～～～～
５７９Kcal
コレステロール低下 美肌

・玄米ごはん
・ゆで大豆のメンチカツ
・雷こんにゃく
・にんじんのレーズンサラダ
・漬物
・★マクロビ塩麹ケーキ
～～～～～～～～～～～～～
５９０Kcal
便秘解消 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。

カレー・ジャガ芋

ミニサラダ

★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。

