6月4日〜6月30日まで 歯の衛生週間 にちなんで

２０１３年６月１０日
No.５１０

プレミアム製品スマイルスタンプ2倍キャンペーン！

ゆるっと天草食農ネットワーク

“歯の衛生週間”にちなみプレミアム製品お買い上げにつきスマイルスタンプ2倍進呈
この機会にお口の健康を守るプレミアム製品をいかがですか！

ホームページ→http://amakusa.biz

Ｑ プレミアムナチュラルとは何？どうやって使うの？
Ａ 全身に使えるナチュラルローション・液体歯磨きとして・全身化粧水として・頭髪化粧水としてどうぞ

旬 の た よ り

シ ミチオ

Ａ 天然成分のオーラルケア 適量を歯ブラシにつけてブラッシングしてください
Ｑ 成分は何？

Ａ 全成分 精製水・グリセリン・キシリトール・ポリアクリル酸ｎａ・キダチアロエエキス
人参エキス・海藻エキス・ヨモギエキス・酸化チタン・ヒノキチオール・Ｌメントール

第１章

栄養化の高い旬の夏の野菜！
《水前寺菜》

食生活改善のファーストステップ

入門編

マクロビオティック

ク

Ｑ プレミアムジェルは何？どうやって使うの？

「マクロビオティック」とは、
もともとは古代ギリシャの哲学者
や医学者が使っていた言葉で、大
きな宇宙や自然のあり方に適応し
た生き方を「マクロバイオス」と
呼んでいました。マクロビオティ
ックとは、単なる食事法のことで
はなく、環境と食物に基本を置き、
これを重視しています。
食物は人の健康や心に影響を与
えます。そして、その影響は人の
姿かたちにも現れてきます。宇宙
の摂理や自然に適合していないよ
うな食生活をしていると、人が本
来持っている美しさも損なわれて
きます。
私は人間を健康にし、穏やかで
平和な心を持つようにしてくれる
食生活を求めて、約半世紀にわた
り、古今東西、あらゆる食文化に
ついて研究してきました。そして、
今の欧米型の食生活は間違ってい
るという結論に達しました。食生
活の間違いを正せば、人は本来の
姿を取り戻し、体も心も美しくな
ると確信しました。

民間療法では、古くから産後に、目に、お肌に良いと伝えられ、女性にとって

有益な野菜とされています。葉の紫はアントシアニンが含まれていて、強い抗酸化

作用があり、血糖値を抑える効果があります。また、血圧を調整するｒ－アミノ酸、
活性酸素を抑え脳梗塞などの生活習慣病を予防するβカロテンを含みます。
天ぷら・おひたし・あえ物などに利用します。

ばんかん

ご家庭に一本常備して健康な生活を過ごしましょう

「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！！

っ白いパンを食べているので、植
物性のたんぱく質が取れていませ
ん。その分を肉や卵などの動物性
たんぱく質で補うというのが、現
代の食事の実情となっています。
ですから、肉食というのは、穀物
のたんぱく質を捨てるという不自
然な食べ方をしているせいで生ま
れてきたとさえいえます。
このような食べ方は、人の長い
歴史の中で見てみると、無理のあ
る食べ方です。そのため、今の人
の体や心に、様々な無理がかかっ
てきています。肉などを食べてい
ると、どうしても心が猛々（たけ
だけ）しくなっていきます。
最近、イライラしやすくて、ち
ょっとしたことでキレてしまう人
が増えているのは、肉をあまりに
も取りすぎているせいです。穀物
をなるべく丸ごと食べ、豆類など
も多く取ってください。そうすれ
ば、自然と動物性たんぱく質が少
なくなっていきます。無理にそう
しようと思わなくても、玄米など
を食べて植物性のたんぱく質を増
やしていくと、肉や卵などの動物
性の食べ物をあまりほしいと感じ
なくなります。
植物性のたんぱく質を見直し、
動物性食品の取りすぎをなくしま
しょう。それが、皆さんの持って
いる本当の美しさを取り戻すため
の、最初のステップになります。

他の地域も
ご相談下さい

《メニュー予定》
(ご自宅用)

・ひよこ豆玄米ご飯・野菜春巻き
大根の梅酢漬け・こんにゃくキンピラ・春雨スープ
フレッシュサラダ・黒ゴマ豆乳プリン・飲物

※化粧箱入りは九州内
送料 500 円にて
発送できます！

6月
マクロビレストラン

人がその長い歴史の中で、いっ
たい主にどんな形でたんぱく質を
取っていたのかと調べてみると、
動物ではなく植物から取っていた
ということがわかります。「植物
のたんぱく質」と聞けば、日本の
皆さんならすぐに、「お豆腐や納
豆のことだ」とお気づきになるで
しょう。お豆腐の原料である大豆
や豆類には豊富なたんぱく質を多
く含んでいるものがたくさんあり
ます。豆類は、本当に貴重な植物
性のたんぱく源だといえます。
しかし人が長い間たんぱく質を
主に取っていた食物は、豆類のほ
かにあります。それは穀物です。
ただし、人が伝統的に穀物を食べ
てきた食べ方と、現代の食べ方で
は少し違いがあって、そのために
今の人は穀物からたんぱく質をあ
まり取れていません。
例えば、米というのは一番外側
の籾殻を外すと茶色いもので、こ
れを玄米といいます。昔はこの玄
米をそのまま炊いていたので、ご
飯は茶色だったのです。今のご飯
が白いのは、玄米の外側の部分を
削って、米を精白しているからで
す。しかし、今の食生活で捨てら
れている、この米の外側の部分に
こそ、大量のたんぱく質が含まれ
ています。これは小麦やトウモロ
コシの場合でも同じです。
現代の人は、真っ白いご飯、真

①化粧箱入り 3,000 円
②2 玉入り 350 円

・と き：6月28日（金）12時～14時
・ところ：ゆるっとショップあまくさ
・代 金：700円（飲み物付）
・限定10名様（要予約）
特別栽培
天草産

Ａ 90ｇ 2,500円
Ｑ 価格はいくら

2,100円
Ａ 100ｍｌ
Ｑ 価格はいくら

久司道夫の

Ｑ 成分は何？
Ａ 全成分 精製水・ヒノキチオール・キダチアロエエキス・ヨモギエキス・人参エキス・海藻エキス

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

6/10(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

6/11(火)
705kcal

6/12(水)
655kcal

・和風鶏天

・サバみそ焼

・黒米ごはん
・厚揚げの野菜あんかけ
・大根の梅酢漬け
・粉ふき芋
・漬物
・みたらし団子
～～～～～～～～～～～～～
５７８Kcal
疲労回復 貧血改善

・玄米ごはん
・大豆とひじきのコロッケ
・きのこの大葉炒め
・人参のレーズンサラダ
・漬物
・抹茶わらびもち
～～～～～～～～～～～～～
５９２Kcal
コレステロール低下 ガンの予防

【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

6/14(金)

6/13(木)
580kcal

・三色弁当
高菜・卵・そぼろ

・玄米ごはん
・筑前煮
・★さつまいもの醤油きんぴら
・赤玉ねぎのサラダ
・漬物
・黒ごまの豆乳プリン
～～～～～～～～～～～～～
５７０Kcal
美肌 血液サラサラ効果

680kcal

～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：

6/15(土)
600kcal

705kcal

・すり身ハンバーグ ・魚のかば焼き

・チキンカツとじ丼

・もち麦ごはん
・車麩の照焼き
・ナスと玉ねぎのみそ炒め
・フレンチフライポテト
・漬物
・みかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８５Kcal
日焼け予防

～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。

・玄米ひよこ豆ごはん
・★車麩のみそカツ
・きゅうりと玉ねぎのしそ和え
・★インゲンの豆乳クリームがけ
・漬物
・マクロビ塩麹ケーキ
～～～～～～～～～～～～～
６０５Kcal
むくみ改善 免疫力アップ

サラダ付

★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。

