ヨーグルトには『完全栄養食』と
いわれる牛乳の優れた栄養バラ
ンスが生きています。また乳酸菌
に富む効果も持ち合わせます。栄
養価と乳酸菌、この２つがヨーグ
ルトは体に良いとされる理由な
のです。
味しく飲んで免疫貯金！

皆さ～ん元気で過
ごされていますか？
新しい年がスタート
して早くも１ヶ月経
ちました。大寒を迎
えて冬真っ只中。１
年を通して、皆様に
元気で過ごしていた
だく事が私達の喜び
と感じています。ち
なみに私の健康法
は、よく寝て、よく
食べて後は『うるお
うコラーゲン』をグ
ッとひと飲み！これ
でＯＫ！皆様にもこ
の寒い冬を元気に乗
り切っていただくた
めに、しっかり飲ん
で、食べて
頑張りましょう！
福原奈緒美

世界の長寿村を訪ねて食生活を
研究している方が口をそろえて
『健康長寿の人は、発酵食品をよ
く食べている』と言われます。私
達の体には、病気に抵抗する免疫
が備わっています。その働きの７
０％を
『腸』が担い、その腸の働きを良
くしてくれるのが『発酵食』と言
うわけです。また細胞のすみずみ
に健康な血液が届くことで脳も活
性化し、つやつやした肌や髪の毛
を保つことができるというわけで
す。その『発酵食品』の代表がヨ
ーグルトです。

答えは、お便り
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
着５０名様に
『Ｒ１ドリン
『ＬＧ２１ヨー
ク』を 1 本プレ
グルト』を
1 個
ゼント！
プレゼント！
みなさんこんにち
は！早いものでもう１
月が終わりましたね！
まだまだ寒い日が続き
ますが風邪をひかない
様に気をつけて下さい。
今年はたくさん旅行に
行きたいと思っていま
す。行先はまだ未定です
が、もう少し暖かくなっ
たらじっくり考えてみ
ようと思います。その為
にも体調管理をし今年
一年元気に過ごしたい
と思います。
沖本 嵩仁

さばのみそ煮＆
さばの梅煮
※写真が入ります
先月ご紹介しました、
氷温シリーズのさばの
みそ煮＆梅煮！とって
も美味しい！３切れ入
って６３０円とお値段
もお手頃なのがいい！
とお客様からとても好
評でした。まだ食べて
いない方、お試しあれ
～♪

６３０円（税込）
（３切れ入り）

Ｑ.健康長寿の人が好んで
食べている食品は次の
うちどれでしょうか？
①ヨーグルト
②ポテトチップス
③ハンバーガー

あっという間に１０月です。日に日に秋
お正月もあっという間に過ぎ２月です。
も深まり半袖では肌寒く感じられる日もあ
風邪などひかれていませんか？私は元気で
ります。風邪などひかれていませんか？朝
す。最近配達中に感じたことは、風も無く
晩冷え込む様になったら『のどが痛～い！
よく晴れた日『あっ！春の香りする』どこ
イガイガする～』などの症状も多く出てく
からともなく花の香りがしましたょ。今年
ると思います。
は雪こそあまり降りませんが寒い日が続き
１０月は各地で色々なイベントもあり（西
ましたね～！
条の酒祭りや広島城のお堀であるフ―ドフ
ェスティバル）人がたくさん集まる所にカ
お客様との合言葉のように『毎日寒いね～』
ゼ等のウィルスもたくさんです。そんな時
でもあと少しで『春』です。着実に近づい
は…Ｒ１ドリンク！毎日１本飲んで過ごし
ています。晴れた日、思い切って外に出て
やすい季節をアクティブに過ごして下さ
みてください。きっと『春』を感じられる
い。健康１番！
はずですよ♪
味覚の秋を満喫して下さいね♪

・かき １２０ｇ（大８粒位）
・いんげん ８本
・木綿豆腐 1 丁
・小麦粉・ゆずの皮 適量
Ａ ・牛乳 ４００cc
○
・酒大さじ１・みりん大さじ 1
・しょう油小さじ 1
・塩・コショウ・片栗粉 適量
① かきは塩水で洗って汚れを取りのぞいてから水気をよく拭き取ります。豆腐はペーパータオル
をひき電子レンジで温め水気を取り４等分に切り分けます。いんげんは２～３等分に切ってお
きましょう。
② かきと豆腐に小麦粉をまぶし、１６５～１７０度の油で、いんげん、豆腐、かきの順番に素揚
げします。
③ 鍋に○
Ａ の材料を入れよく混ぜ合わし火にかけます。沸騰させないように温め水溶き片栗粉でと
ろみを加えてください。
④ 器に③のミルクあんかけを入れ、②の豆腐、かき、いんげんを盛り付けたら出来上がりです。
仕上げにゆずの皮を上にそえましょう。

先日、ぶらっと本
屋 さんに 行った と
ころ、『ブルガリア
ヨ ーグル トレシ ピ
ＢＯＯＫ』と言う本
を見つけました。
『おっ～！』と思い
手に取ると、ブルガ
リ アヨー グルト が
誕 生して ４０年 目
の 記念ブ ックだ そ
うです！

こんな使い方があった
んだ！と言う目からう
ろこのレシピが１０３
種類ものっている体に
やさしいレシピ集とな
っていました。他にも
『明治ブルガリアヨー
グルト』が産まれた秘
話などもありました。
機会があればぜひ手に
取ってみてください。

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。
(取扱い融機関)
もみじ銀行・郵便局
呉信用金庫・広島銀行
ＪＡ・県信・市信用他
１３０２

☆ あけましておめで
とうございます。暮
れの３１日までは気
が張っていたのです
が１日の朝食１３人
が食べ終わると急に
疲れがでて２日３日
は手抜きの食事にな
りました。

☆牛乳配達、寒い中
お疲れ様です。今年
も『元気』をとどけ
てくださいネ！ Ｈ
Ｍさん

☆ 認知症になった父を

☆年末は天候不順
なお天気が続きま
したが長年牛乳を
飲んでいるおかげ
で風邪もひかずに
年越しを迎える事
が出来ました。今年
も よ ろ し く ！
ＫＳさん

☆ラッキーナンバーが

Ｋ Ｏさ
ん

☆今年より待ちに待っ
た『いきいきパス』で
も、バスに乗る時が無
い！最初に乗る時『ワ
クワク』しながら恥ず
かしいだろうな…パス
を手に取り眺めて『ウ
ン！７０歳か…』
ＯＴさん

引き取り一緒に暮らし
始めました。『わぁ～何
してるの？』って事がい
ろいろあって大変です。
友達の殆んどが親の介
護で大変な毎日を送っ
ている年代です。やっぱ
り『元気で長生き』が大
切 で す ね ！
ＴＴさん

当たりました。緑黄色
野菜のふりかけです。
昨年もこれが当たり食
事の友としました。４
等だけど運が良いのか
な？と思っています。
来るの
が楽しみです。今年も
軽快グルコサ
ミンを飲んで
元気に暮らし
ていこうと思
っています。
ＨＹさ
ん

あっと言う間に２月です。毎年思うのですが、１月は往ぬ
る（いぬる）、２月は逃げる、３月は去るのことわざがあり
ますが、本当にその通りですね。今月は義理の母と主人の誕
生日の月です。私の中では『誕生日』は特別な日！その日一
日を無事にハッピーに過ごしてもらいたいと思っています。
その為に色んなことを考えます。ケーキはもちろん、夕食を
ちょっと豪華にしたり、好きなものを作ってあげたり♪考え
るだけで私自身もとてもハッピーな気分になります。笑顔を
見ていると本当に嬉しいですよね～♪私も毎日笑顔でハッ
ピーを皆様や家族にとどけなくちゃね～♪がんばります。

自動振替えができる金融機関が増えました。
ＪＡをはじめ、ケンシン・シシンヨー・ろうきん等、
沢山の金融機関の振替が出来る様になりました。
便利で安心な口座振替をご利用下さい。
ご希望の方は銀行名を記入して受箱にお入れ下さい。
所定の用紙をお届けします。
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

建国記念の日

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

「建国をしのび、国を愛する
心を養う」趣旨の国民の祝日。
この日は旧紀元節で１９６６年
（昭和４１年）国民の祝日に追
加されました。

でんわ

まって
まぁ～す♪

答え

