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お届け情報
「豆のまき方」まくのは夜。窓を開けて「鬼は外」と唱えながら、家の外に向かって２回まき、
すぐに窓を閉めて「福は内」唱えながら、部屋の中に２回まきます。家の奥の部屋から順番
節分（せつぶん） に。玄関は最後。まく時は手のひらを上に向けます。豊作を祈願して畑に種をまくしぐさを
2月3日（月）
表していますので、オーバースローで投げるようにまいてはいけません。
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
・・・ 今週の配布物 ・・・
下記商品は、記載の理由により、お届けができませんでした。申し訳ございません。
・カタログ008号 ・ご注文用紙 ・お届け情報（本
紙） ・bioweekly006 ・日配品ご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗ
ﾙ化粧品ご注文表
[農産品]
・有機ピーマン：気温の低下と日照の不足のため生育不良を起こしております。
☆わが家のみそ作りご注文表＆一から手づくり
味噌ノート
＜メーカーからのご案内＞
・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産ごまひじき他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ 敏感
肌のためのUVｶｯﾄ ｻﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰｸﾘｰﾑ ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽ
【お知らせ】 ｶﾀﾛｸﾞvol.005/006にて掲載しております有機リーフレタスについて
千葉：農事組合法人丸和にて表記しておりますが、関西産地の出荷が予定よりも前倒しになったこ ﾀ 日本の「自然」と「技」を活かす生活用品 ・ｱｰ
とと、関東産地の生育が遅れているため、宮崎：健康農園萩原からのお届けとさせていただきます。 ﾙ･ｴｯﾁ･ｴｽ Miele掃除機ﾛｰﾀｽﾎﾜｲﾄ
急なお知らせとなりで申し訳ございません。
＜ご案内＞
[日配・加工品]
◎「今週、お届けのカタログ008号の見どころは
…」 身体にやさしい塩分・糖分の摂り方をご紹
・欠品はございません。
介します。ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽの良いお塩、砂糖の代わ
りに、糖の吸収が穏やかな「低GI」甘味料を摂り
ましょう。（P4）と、小麦粉不使用「グルテンフ
リー」ｱｲﾃﾑをご紹介します。ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食やｸﾞ
ﾙﾃﾝﾌﾘｰにおすすめです。（P31）
名古屋地区

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

玉葱
人参

生姜

約50ｇ 長崎 吾妻旬菜

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

白葱
大根
白菜

約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
1本 滋賀 垣見農園
1/2個 熊本 モエ・アグリファーム

長芋

白葱
大根
白菜
ほうれん草

ほうれん草

生姜

約600ｇ 北海道 井上敬一さん
約500ｇ 岡山 吉備路オーガニック
約200g 青森 あおもり南部有機生産組合
約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
1本 滋賀 垣見農園
1/2個 熊本 モエ・アグリファーム
1束 奈良/和歌山

横山秀夫さん/ビオランド紀の川

バナナ

[基本野菜セット]
も同一内容です。

フルーティーセット[9997]

1束 奈良/和歌山

横山秀夫さん/ビオランド紀の川

約50ｇ 長崎 吾妻旬菜

キウイフルーツ約200ｇ 山梨
はっさく

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

フルーツグローアー澤登
約300g
サンタマルタ農園
約800ｇ 和歌山 福田英友己さん
コロンビア

多菜・フルー
ティーセット
共通項目
[基本野菜セット]
も同一内容です。

いきいきセット[9998]

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

約500ｇ 北海道 井上敬一さん
じゃが芋 約400ｇ 長崎 吾妻旬菜
紅くるり
1本 香川 さぬき有機
小松菜
1束 三重 木村 貢さん
ニラ
約100ｇ 高知 大地と自然の恵み
塩ミニトマト 約100ｇ 熊本 肥後あゆみの会
バナナ 約500g コロンビア サンタマルタ農園
平飼い卵 6個 岡山 永田康二さん

有機
有機
有機
有機
有機
有機
有機

人参
ごぼう
白葱
大根
キャベツ
菜の花
パセリ
えのき
ふじ

玉葱

ゆうきだいすきセット[9994]

約400ｇ 長崎 吾妻旬菜
約200g 岩手 みちのく有機共同農場
約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
1/2本 滋賀 垣見農園
1/2個 滋賀 垣見農園
1束 高知 大地と自然の恵み
約30ｇ 高知 大地と自然の恵み
約100ｇ 長野 夜間瀬ASS
1個 長野 夜間瀬ASS
防除 15回

[多菜・フルーティーセット共通品目］(基本野菜セット[9995]も同一内容) ※きのこ類は化学薬品による室内殺菌などは行っておりません。
有機白葱約300ｇ・有機大根1本・有機白菜1/2個・有機ほうれん草・有機生 ※箱詰めの際に十分注意しておりますが、傷みや腐れ、また過度のしおれや虫食
い等ございましたら、どうぞご遠慮なくお電話等にてご連絡ください。
姜約50ｇ
※セット変更のお知らせ：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ（天候の不順により各産地とも生育不良を起こしております。）
●多菜セット（根菜ｾｯﾄ：変更ございません。） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｾｯﾄ：変更ございません。）： 共通項目（基本野菜セット）：有機ｻﾆｰﾚﾀｽ⇒有機白
菜1/2個 ○いきいきセット：変更ございません。 ○ゆうきだいすきセット：変更ございません。
◇おすすめコーナー◇
米粉
ョ キ(^^♪『国産 有機米粉』 国
ヌ や 殻 分 削 落
製粉

作ってみよう。 のニ ッ
カ 外 部 を り として

内産有機米を100%使用しました。玄米から重量比で最低30%カットし、脂質・たんぱくの多い
しています。（ｶﾀﾛｸﾞ008号Ｐ31でご案内しております。）
☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．007 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

2/10～2/14

有機青葱約100ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・えのき約100ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約600
ｇ・有機ごぼう約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・えのき約100ｇ・ふじ2個・有機不知火約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】

有機金時芋約400ｇ・有機長芋約200ｇ・有機大根1/2本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ほうれん草・有機菜の花・ふじ2個・平飼い卵
6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機じゃが芋約400ｇ・有機金時芋約400ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100
ｇ・有機生姜約50ｇ・有機ｽｲｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ約500ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小松菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ約120ｇ・えのき約100ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,152/税込￥2,324

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．008 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

2/17～2/21

有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機いんげん約80ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃが
芋約600ｇ・有機さつま芋約600ｇ

フルーティーセット【9997】 有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機いんげん約80ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（国産）約200ｇ・
有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・有機はるか約500ｇ
いきいきセット【9998】 有機人参約400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約150ｇ・有機生姜約50ｇ・有機ｽｲｰﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
約500ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ
ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ｾﾛﾘ（1本）1パック・有機水菜・有機いんげん約
50ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ
[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機水菜・有機いんげん約80ｇ・有機生椎茸（菌床）約100ｇ
（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※天候や畑の状況で変更する事があります。翌週のセットメニューを確認されたい時は、注文週の金曜午後に確定しますので、お電話でお問い合わせ
ください。（防）は防除回数です。（防）表記のないものは有機農産物でお届けの予定です。
※上のメニューからご希望のセットをお選びいただけます。ご予約セットと異なる場合は、注文コードをご記入ください。セット不要の際には、「予約セット
＝０」とご記入ください。
◇「2020 味噌づくり教室」のご案内 ”オーガニック大豆”で、美味しいお味噌を手作りしてみませんか(^^♪
・ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ名古屋営業所内 2/15（土）①10：00～12：30 ②13：30～16：00 春日井市長塚町1-41
・やさか共同農場ｽﾍﾟｼｬﾙ講座 2/26（水）10：00～12：30 調理村 名古屋市名東区社台3-274-1
◇「料理教室、その他教室とのコラボ企画、他」のご案内
・「いただきます ここは、発酵の楽園」特別上映会 2/4（火）・2/6（木）19：00～上映時間81分間 名演小劇場 名古屋市東区東桜2丁目23番7号
日本の伝統文化の発酵をテーマにした最新作です。ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの宅配名古屋限定 特別団体上映会です。
・「美味しいごはん」映画上映会＆ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 2/23（日）10：00～13：00 東邦ｶﾞｽ料理教室ｸｯｷﾝｸﾞｻﾛﾝ今池 名古屋市千種区今池1-8-8今池ｶﾞｽﾋﾞﾙ4Ｆ
～食べ方を変えると生き方が変わる。心を満たすごはん～
・「産後の母親教室」 毎週木or金曜日 10：00～11：50（週1回×5回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 名古屋市中村区 演劇練習館ｱｸてﾉﾝ

本体価格\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,600/税込￥2,808

本体価格\2,152/税込￥2,324

皆様からのお便りをお待ちしております。いただいたお便りは紙面でご紹介する他、今後の参考とさせていただきますので、
是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。

紙面への掲載に同意していただければ、【掲載OK】 に丸印をお願いいたします。 希望掲載名 ペンネーム：
コース番号（

曜日

コース） 会員番号（

） お名前（

）

