プレミアムジェル 90ｇ

2,500円

（絆ファーム事務局 もやいショップ内 27-5310）

シ ミチオ

＊参加申込み 締切 6月17日まで

お茶の効能―-アレルギー全般・花粉症・眠気・高血圧・ガン・風・高脂血症
緑茶に含まれる

マクロビオティック

ク

募集中！

久司道夫の

軽食をはじめ、楽しい催し物。会員以外の方の参加

【カテキン】ガンを予防することや、花粉症・接触性アレルギー皮膚炎に効果。
【フラボノイド】口臭を防ぐほか、血管の柔軟性を保ち、血圧を下げる効果。

入門編 第１章
◎脂肪分は少なくして、植物から
取りましょう
最近の食生活ではついつい食べ
すぎになります。ご飯やパンなど
を食べすぎれば、それに含まれて
いる炭水化物のうち余った分は、
体内で脂肪に変えられて蓄えられ
ます。また、食べすぎた肉などに
含まれている、余ったたんぱく質
も脂肪に変えられてしまいます。
肉などに含まれている脂肪は飽
和脂肪、植物などに含まれている
のは不飽和脂肪といい、飽和脂肪
は取りすぎると血管などにこびり
ついて血管を硬くし、心臓病や脳
梗塞など、死へとつながる病気の
原因にもなります。
こうした余分な脂肪を人の体は
外へ出そうとし、肌の美しさを損
ねていきます。顔に脂が浮いたり
赤く腫れ物が出たりするのは、脂
肪分の取りすぎです。また、眉間
に縦じわが寄っている人も増えて
いる気がします。眉間のしわは肝
臓の悪い人に多く見られ、これも
脂肪の取りすぎからきていること
が多いのです。
穀物の外側にはたんぱく質だけ
ではなく、脂肪分も含まれていま

【ビタミンＣ】風邪の予防、美肌作りに効果。

【グルタミン酸】老化を防ぐ 【アスパラギン酸】免疫力を高める【アルゲニン】強壮効果

＊お茶の有効成分は、1～２回の抽出でなくなり、３回目からは出がらしになります。薬効を期待するな
ら、茶葉は惜しまず取り変え、そして１日５～６杯は飲みましょう。
《無農薬緑茶 ９０ｇ ６００円 枦宇土 原田製茶》

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！！

そこまで行かなくても砂糖に頼っ
ていると低血糖症になりやすくな
ります。夜になると手足が冷えて
困っている女性は多いですが、そ
の多くは低血糖症です。
また、胃にもよくありません。
糖類が胃に入ると胃の動きがとま
り、胃液がたくさん出るため、胃
酸過多になりやすく、胃壁がただ
れて、最悪の場合は胃ガンにまで
なってしまいます。
ほかにも、砂糖を取りすぎると
腸内の微生物に影響を与えて、ビ
タミンＢグループ欠乏症になるこ
ともあります。ビタミンＢグルー
プが足りなくなると、脳細胞が正
常な反応をできなくなってしま
い、判断がおかしくなります。
また、糖類を取りすぎると、肌
にもそれが現れます。ほくろやソ
バカスの多い女性が近頃多いです
が、これは砂糖の取りすぎにより
起こります。余った糖類を体が外
へ出そうとして、それが肌に黒い
しみを作っていくのです。
でも、甘いものをやめるのはつ
らいものです。分解されるまでに
長い時間がかかる麦あめ、米あめ、
精白していない甜菜糖、精製して
いない黒糖、メープルシロップな
どの多糖類で甘味を取られてはど
うでしょうか。

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

す。玄米を精白すると「米ぬか」
がでますが、それを絞ると大量の
油が取れます。昔はこの「米ぬか
油」を使って下町のお惣菜屋さん
などは、天ぷらを揚げていました。
穀物を丸ごと食べると、たんぱ
く質だけでなく脂肪分も充分に取
れます。脂肪の取りすぎはやめて、
動物性の食べ物からではなく、植
物性の食べ物から適量の油を取る
という生活に変えてみてはどうで
しょう。
◎砂糖の取りすぎは心身の美しさ
を失わせます
砂糖を取りすぎると、興奮した
り落ち込んだりという気分の起伏
が激しくなり内臓を弱らせること
にもなります。
血糖値という言葉が健康番組な
どでよく出てきますが、血液中の
ブドウ糖の割合を指しています。
砂糖の主成分であるショ糖は、
食べるとすぐに血糖値が上がるた
め、インシュリンが出てきて、一
時間もすると血糖値が下がってい
きます。すると気分のほうもすぐ
にしぼんでしまいます。つまり、
砂糖はすぐに気分を盛り上げてく
れるかわりに、落ち込むのも速く
なります。
血糖値を頻繁に上げ下げしてい
ると、インシュリンを出している
すい臓が弱って、正常に出なくな
り、悪化すると糖尿病になります。

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

入荷中！
緑茶

（11：15～11：45）

ホームページ→http://amakusa.biz

旬のもので体によく効く

（12：00～14：00）
2,100円

・食事、交流会
100ｍｌ

と き ：６月２３日（日）
と こ ろ ：天草市民センター展示ホール
参加費：500円

・高畑康子講演会（料理研究家、絆ファーム理事）

旬 の た よ り

プレミアムN

第１回『絆ファーム』つどい

ゆるっと天草食農ネットワーク

6月4日〜6月30日まで
歯の衛生週間 にちなんで
プレミアム製品 お買い上げにつきス
マイルスタンプ2倍キャンペーン！
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！

２０１３年６月１７日
No.５１１

【タンニン】皮膚を収縮させる収れん作用を持ち、止血・抗菌・鎮痛効果。

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

6/17(月)

定番弁当は毎日（月～土）出来ます

6/18(火)
670kcal

6/19(水)
585kcal

・魚の竜田揚げ

・チキンステーキ

・黒米ごはん
・おからこんにゃくの唐揚
・切り干し大根の煮物
・こんにゃくの万能だれ炒め
・漬物
・生姜紅茶寒天
～～～～～～～～～～～～～
５８０Kcal
デトックス効果 貧血改善

・玄米ごはん
・車麩の吉野煮
・山芋の梅和え
・きゅうりのピリ辛韓国風
・漬物
・豆乳もち
～～～～～～～～～～～～～
５７２Kcal
むくみ改善 便秘改善

【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

6/21(金)

6/20(木)
685kcal

・エビカツ

ネギ塩焼き

680kcal

◆FAX 注文は下記もお書きください
お名前：
お電話：

6/22(土)
600kcal

670kcal

・中華弁当

・魚のムニエル

・牛丼

・もち麦ごはん
・がんもどき
・昆布と生姜の佃煮
・★にんじんの春雨炒め
・漬物
・そばがきだんご
～～～～～～～～～～～～～
５７２Kcal
コレステロールの低下

・玄米ごはん
・新玉ねぎのカレーコロッケ
・こんにゃくきんぴら
・もやしナムル
・漬物
・りんごコンポート
～～～～～～～～～～～～～
５８８Kcal
血液サラサラ効果

～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。

肉巻 春巻 肉団子

・★ひじき大豆玄米ごはん
・かぼちゃのそぼろあんかけ
・ごぼうサラダ
・★水前寺菜の煮びたし
・漬物
・つぶつぶみかん寒天
～～～～～～～～～～～～～
５５０Kcal
美肌 イソフラボン効果

～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。

★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。

