毎年、日本全国で猛威をふるう「イ
ンフルエンザ」など、ウィルス感染に
由来する数多くの病気は身体の免疫
力が低下するから発症すると言われ
ています。その実態と免疫力を強化す
るための方法を把握すると同時に「病
気に強い身体」を作ることが重要。生

山本さんちのお米
今年も美
味しくでき
※写真が入ります
ました。お正月に、美
味しい新米をどう
ぞ！
今年から ２Ｋｇ入り
も発売しましたよ。
玄米もあります。

活習慣やストレスなどの要因を改善
すると共に簡単で美味しく免疫力を
高めてくれる方法として注目されて
免疫力を上げるには『笑う』と
言う事もとても大切な事の一つ
です。お笑い番組など毎日の様に
放送されているので、活用しては
いかがでしょうか？笑って楽し
く、
美味しく飲んで免疫貯金！

皆様、元気にお過ご
しでしょうか？だんだ
ん寒くなってきて体調
を崩したり、風邪やイ
ンフルエンザと言うよ
うな声もちらほら聞く
ようになりました。私
はと言えば、おかげさ
まで元気に過ごしてい
ますょ。防寒も、もち
ろんバッチリしていま
すが、なんといっても
『○○ドリンク』で免
疫力を上げているのが
元気の源になっている
のかな！○○ドリンク
を毎日のんで元気にこ
の冬を乗り切っていき
ます！
福原奈緒美

いるのが○○ヨーグルトです。数多く
ある乳酸菌の中でも特に免疫力の向
上に効果があると言われている乳酸
菌です。

答えは、お便り
コーナーに書い
コーナーに書い
てくださいね！
てくださいね！
正解の方には先
正解の方には先
着
着５
５０
０名
名様
様に
に
『Ｒ
Ｒ-１
『
１ド
ドリ
リン
ン
ク』を
1
本プレ
ク』を 1 本プレ
ゼント！

みなさんこんにち
は！１２月に入りどん
どん寒くなってきまし
たね！夏には飲めてい
た牛乳も寒くなり飲み
づらくなっていません
か？１日１本飲むのが
健康には１番ですが無
理をするのも良くない
ので冷蔵庫にたまって
しまった時には遠慮せ
ず『おやすみ』して下さ
いネ！受箱にメモを入
れるだけなので簡単で
すよ！
沖本

嵩仁

５Ｋｇ ２２００円
２Ｋｇ １０５０円

Ｑ.夜寝る前に牛乳を飲む
と何に良いのでしょう
か？
①目覚めをよくする
②睡眠中の骨から カル シ
ム
が溶け出すのを防ぐ。
③すごい夢をみる

１２月です。カレンダーも最後の一枚にな
あっという間に１０月です。日に日に秋
ってしまいました。１年の中で最も慌ただ
も深まり半袖では肌寒く感じられる日もあ
しい１ヶ月となる月、健康や事故に気を付
ります。風邪などひかれていませんか？朝
けて新年を迎えたいですね。毎年１２月号
晩冷え込む様になったら『のどが痛～い！
を作る時は１年間を振りかえりながら作成
イガイガする～』などの症状も多く出てく
します。今年は何と言っても通信 100 号を
ると思います。
発行できた事！本当に皆様のおかげです。
１０月は各地で色々なイベントもあり（西
ありがとうございます。なかなかイメージ
条の酒祭りや広島城のお堀であるフ―ドフ
がわかずバタバタ作った通信もありまし
ェスティバル）人がたくさん集まる所にカ
た。私自身の成長の場にもなっているこの
ゼ等のウィルスもたくさんです。そんな時
通信。これからもいろんなことにチャレン
は…Ｒ１ドリンク！毎日１本飲んで過ごし
ジしていきたいと思います。最後になりま
やすい季節をアクティブに過ごして下さ
したが、１年間本当にありがとうございま
い。健康１番！
した。また来年もよろしくお願い致します。
味覚の秋を満喫して下さいね♪

・玉ねぎ ４個
・シーフードミックス ２００
ｇ
・ベーコン ４枚
・じゃがいも 1 個
・牛乳 ４００cc
・サラダ油 適量
・クリームシチューの素 半箱
①玉ねぎはそれぞれラップに包み電子レンジで（６００Ｗ）５～６分加熱します。
②ベーコンは幅１ｃｍに切り、じゃがいもは皮をむいて１.５ｃｍ角にきります。
③鍋にサラダ油を中火に熱しベーコンを入れ炒めます。ベーコンの香りがしてきたらしーふーどみ
っくす
を凍ったまま加えざっと炒めます。つづいてじゃがいもと水１/２カップと牛乳、玉ねぎを加え
時々混ぜながら７分ほど煮ます。
④いったん火を止めクリームシチューの素を細かく割り入れ溶かし、蓋をして弱火で５分ほど煮た
ら出来上がりです。

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。

おいしい牛乳で
作った「みしまミル
クジャム」を企画中
で す！先 日試作 品
が 出来上 がり試 食
しました。口いっぱ
い にやさ しい甘 さ
が広がって、とって
も 美味し く出来 上
がっていました。
みしまミルクジャムの
ラベルも同時に思案中
です！まだ、イメージ
ですが、中央にミルク
クラウンとみしまミル
クを筆記体で表し三つ
星をつけてみました
ょ。完成したら皆様に
ご紹介しますね♪

(取扱い融機関)
もみじ銀行・郵便局
呉信用金庫・広島銀行

１２１２

☆朝夕の気温の差が大
きく体調を崩しやすい
ですね！山のもみじを
見ながらホットミルク
で体を温めて心も体も
リ フ レ ッ シ ュ ！
ＵＴさん

☆一度に朝夕寒くな
り体が悲鳴をあげて
います。昨夜は眠れ
ないので湯たんぽを
しました。寝る前に
暖かい牛乳を飲み体
を温めるようにしま
した。
ＴＳ さ

☆ 最近道の駅めぐり
をしています。先日は
三原の『神明の里』へ
行って来ました。展望
も 良 く 施設 も 充実し
て い て とて も よかっ
たです！
Ｄ
Ｔさん

ん

☆毎年、こたつを出

そうか出すまいか
…と悩むのですが、
結局出します。た
だ、出すのが面倒な
ことに気が付いて
中々重い腰が上が
りません。
Ｕ
Ｙさん

☆暑い暑いと言っ
ていたかと思えば
…あっという間に
紅葉の季節になり
昨今は寒いように
なりました。牛乳を
飲んで風邪をひか
ない様に体力をつ
け ま し ょ う ！
ＫＳさん

☆急に寒くなって
きましたので、つい
冷蔵庫にたまるこ
とが多くなり休ま
せていただくこと
を申し訳なく思っ
ています。これから
は気を付けて毎日
飲むようにします。
健康の為に！
Ｈ Ｓ さ
ん

１２月です。気持ちだけが焦ってしまうこの月！日に日に
寒くなってきました。風邪などひかれていませんでしょう
か？今月のお便りは、紅葉にはじまり冬支度の様子なども多
く寄せられました。急に気温が下がり体がついていかない…
と言うお便りもありましたが、季節の変わりめに体が慣れる
までおよそ２週間程度かかるとの事です。我家もちょっと前
にストーブを出しました。子供と犬たちの場所取り合戦が早
くも始まっています。
１２月はいろいろなイベントも多いので楽しく過ごすには、
まず健康でいなくてはいけませんね！それと暴飲暴食をさ
け、新年を元気に迎えたいと思います。最後になりましたが、
今年１年間、ご愛読いただき本当にありがとうございまし
た。

おめでとう
ございます

Ｑ牛乳から作られる意外なものとは次のうちどれで
しょうか？でした。
答えは『①』のピアノの鍵盤でした。
意外な問題で今回の正解者はちょっと少なかったです。
また、ボタンなども作られてますよ！
正解の５０名様にはプレゼントをお届けしました。

年末年始のおしらせ
年末の最終配達日は
１２月２９日です。
年始の配達開始は日
１月 ４日です。詳しくは、
後日配布する『年末年始の
配達変更のお願い』をご覧
下さい。

お客様へ
１２月２４日（月）天皇誕
生日の振替休日の為、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

