今年もインフルエンザや風邪
などが流行る季節になりました。
当店も数量限定で入荷していま
す。もう少し余裕がありますので
ご注文はお早めに！
味しく飲んで免疫貯金！

朝晩がだんだん寒く
なってきて季節が晩秋
へと変わっていきま
す。山々の景色も日々
変化し行楽シーズン真
っ只中ですね！そんな
季節だからこそ、いつ
も楽しく過ごしたいも
のです。私のおススメ
は、
今話題の『○○ドリン
ク』飲むことで自らの
免疫力を上げるという
商品。今、一番人気の
商品です。一日一本飲
んで健康！笑顔！元
気！元気！で楽しい毎
日を過ごしてくださ
い。私も毎日元気に動
き回っていますよ！
福原奈緒美

免疫で最も重要な働きをしてい
やまとメープル
※写真が入ります
るのが腸管免疫です。腸には体中
てんてきの糖でお馴染
の７０％以上の免疫細胞が集まっ
みのやまと蜂蜜から期
間限定で発売しまし
ており体に必要な栄養を吸収する
た。
と同時に有害な病原菌などを識別
味のバランスも良くホ
して排除する機能を持っていま
ットケーキやトースト
につけると、とても美
す。腸管を健康に保つことができ
味しいですよ！お試し
れば体の免疫機能もアップしま
あれ♪
す。
そこで活躍するのが乳酸菌です。
中でも『○○乳酸菌』が免疫力を
アップする！と言うことが話題を
呼んでいます。これからの季節に
ぜひ、
５００g
１日１本免疫貯金を始めましょ
６３０円（税込）
う！
Ｑ.牛乳から作られる意外
なものとは次のうちど
答えは、お便り
コーナーに書い
れで
しょうか？
てくださいね！
てくださいね！
① ピアノの鍵盤
正解の方には先
② チョーク
着５０名様に
③ ホワイトボード
『Ｒ
Ｒ-１
１ド
ドリ
リン
ク』を 1 本プレ
ゼント！

みなさんこんにち
は！日中はまだ暖かい
ですが朝晩は冷え込ん
できましたね！気温の
差があるので風邪をひ
かないよう注意して下
さい。風邪予防には手洗
い、うがいをしっかり
し、さらにもう一つ！
『○○ドリンク』を習慣
にしてはいかがでしょ
うか？免疫力を高めて
くれるいい商品です。
今年の冬はこの３つで
風邪知らず！
沖本 嵩仁

あんなに暑かった夏がうそのように、日々
あっという間に１０月です。日に日に秋
深まりゆく秋を感じるようになりました。
冷
も深まり半袖では肌寒く感じられる日もあ
蔵庫に牛乳やヨーグルトがたまっていませ
ります。風邪などひかれていませんか？朝
んか？乳製品が威力を発揮するのはこれか
晩冷え込む様になったら『のどが痛～い！
らの季節です。乾燥した季節に潤いを与えて
イガイガする～』などの症状も多く出てく
くれたり外からのいろいろなウィルスから
ると思います。
体を守ってくれたり、胃や腸の調子を整えて
１０月は各地で色々なイベントもあり（西
くれたり…とさまざまな所で大活躍してく
条の酒祭りや広島城のお堀であるフ―ドフ
れています。
ェスティバル）人がたくさん集まる所にカ
寒いからといって飲まなくなったりするの
ゼ等のウィルスもたくさんです。そんな時
は、もったいない！これからが本番ですよ！
は…Ｒ１ドリンク！毎日１本飲んで過ごし
風邪をひいてしんどい目に合わない様に
やすい季節をアクティブに過ごして下さ
日ごろから１日１本良い習慣を続けましょ
い。健康１番！
う！
味覚の秋を満喫して下さいね♪

・スパゲティー ２００ｇ
・エリンギ ２本
・ベーコン ３枚
・温泉卵 ２個
・甘栗 適量
・牛乳 ４００cc
・白ワイン 大さじ４
・めんつゆ 小さじ２
・粉チーズ・塩・みそ・黒こしょう
適量
① 大きめの鍋に湯２L を沸かしながら、エリンギは４等分に切り、ベーコンは一口大に切ります。
鍋の湯が沸騰したら塩大さじ１を加えスパゲティーを袋の表示時間より１分短めに茹でます。
途中でゆで汁大さじ４を取り分けておきましょう。
② フライパンにベーコンを入れ弱めの中火にかけ両面を焼きます。ベーコンをフライパンの端に
よせエリンギを並べ入れ同じく両面を焼きます。
③ ②に牛乳、白ワイン、めんつゆ、粉チーズ大さじ１を加え混ぜ合わせます。最後にみそ小さじ
４を加え溶きのばします。
④スパゲティーが茹で上がったら湯切りをし、①で取り分けていた茹で汁と甘栗を②のフライパン
に入れ手早くあえます。器に盛り粗挽き黒こしょうをふり温泉卵をからめていただきましょう！

１０月６日（土）
に、黒瀬の山本さん
ち に毎年 恒例の 稲
刈 りに行 ってき ま
した。彼岸花が咲き
乱れている中、機械
の 入口を 確保す る
為、３ｍ四方を手で
刈 り込ん でいき ま
した。案の定２日後
にでました筋肉
痛！

便利でとっても安心♪手続きもお
店がいたします。ご希望のお客様は、
銀行名をお便りコーナーにご記入の
うえ、牛乳受箱へお入れください。所
定の用紙をお持ち致します。尚、現在
の集金方法も従来通りありますので、
引き続きよろしくお願い致します。

日ごろから体を動かし
ているつもりですが、
いつも思わぬ所に症状
が出る筋肉痛！今年は
ビテイ骨付近に…！
でも、美味しいお米が
たくさんとれました
よ！今年から２Kg 入り
をご用意しました。
一人暮らしの方に
最適ですょ！

(取扱い融機関)
もみじ銀行・郵便局
呉信用金庫・広島銀行

１３０２

☆先日カープのＢクラ
スが決まってガック
リ！でも少しでも夢を
見させてもらったので
…来季こそマエケンを
中心として若手（堂林
君や野村君等）の選手
達に頑張ってほしいと
思います。
ＮＫさ
ん

☆ミルクで元気を

飲みだしてから本
当に元気になった
気がします。働いて
いる事もありカル
シウムは必要です
が年が年だけに…。
ＫＦさん こ の １ 本 の
（180ml）の中
に１日分のカ
ルシウムと鉄
分がギュギュ
っと詰まって
いますよ！

☆朝晩涼しくなりホ
ッとしています！で
もそろそろ風邪の季
節が近づいてきてい
るので牛乳飲んでウ
ィルスを吹き飛ばし
ち ゃ い ま す ！
ＤＴさん

☆ 食欲の秋！美味し

☆毎日食事日記を
つけて食べるもの
に気を付けていま
す。食欲の秋になり
食べ物が美味しく
なり食べ過ぎにな
らぬよう気を付け
たいです。
Ｋ Ｙ さ
ん

☆毎日牛乳を飲む
習慣がなかったん
ですが、宅配をして
もらってお通じの
習慣がつきました。
これからも続けた
いと思います。
ＯＮさん

い ラ ン チの お 店を紹
介 し て いた だ けたら
い い な ぁ～ と 思って
います。
Ｍ
Ｔさん

あっと言う間に１１月です。今年もあと２カ月になってし
まいました。これからの季節、風邪などひかない様に気を付
けて下さいね！もうしばらく活動しやすい日々が続くので、
早くから冬眠せずしっかり動きまわりましょう！陽にあた
るとカルシウムの吸収を助けてくれますょ。１０月のお便り
は秋を満喫している様子が沢山寄せられて来ました。みしま
ミルクのお客様はとってもイキイキしていて活動的です。体
の中から元気モリモリですね！うれしいです。これから寒く
なったら牛乳やヨーグルトがちょっとたまっちゃった！な
んて事もあると思いますが、そんな時はお休み等を入れて調
整して下さい。商品の変更もできますので、お気軽に言って
下さい！

Ｑ免疫力を上げるのに欠かせない細胞の名前は
なんでしょうか？
答えは『①』のＮＫ（ナチュラルキラー）細胞でした。
ＮＫ細胞はお巡りさんの様な存在！常に体内を巡回し
独自にがん細胞などを見つけてやっつけてくれます。
発行／広島明治 みしまミルク 呉市焼山中央５-１２－７ でんわ 0823-33-5709
正解の５０名様にはプレゼントをお届けしました。

建国記念日
。

お客様へ
２月１１日（月）建国記念
日
で祝日の為、配達はお休み
となります。
尚、お休みや変更のある
お客様は、ご連絡をお願い
します。

なまえ

でんわ

まって
まぁ～す♪

答え

