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快適生活クラブ

４月の中旬にやっと保冷コンテナ

『やせたらすてき』
※写真が入ります

が付き、本格始動した電気自動車で
す。排ガスゼロ！想像していた以上に
音が静かでビックリです。

皆さん！初めまし
て、江田島から来た新
入社員の中常拓也で
す。やっと暖かくなり
皆様とお会いする機会
も多くなりました。５
月は鯉のぼりの季節と
言うことで、広島カー
プにも頑張ってもらい
たいと思っています。
が…その前に私自身も
先輩たちに一日でも早
く追いつける様に日々
努力していきたいと思
います。新入社員研修
で性格判断と言うのが
ありました。結果は『優
しい根性なし』でした。
『あっ！当たってい
る！』と思いましたが

ただ今、焼山・熊野・坂方面
の配達に走っています。車だ
けエコになるんじゃなくって
私たち自身もエコに敏感にな
っていきたいと思っていま
す。その点、宅配商品は『リ
ターナルビン』を使用してい
るので『エコхエコ』で地球
にやさしいって感じです！
今、１台ですが、様子をみな
がら台数を増やしていけたら
な？って思っています。
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人の代謝量は生活活
動代謝・食事誘発熱
代謝・基礎代謝があ
り、この３つの代謝
によって熱を生み出
し体温を維持しま
す 。『や せたら すて
き』はやせやすい体
つくりをサポートす
る商品です。

９０粒入り
１９８０円

Ｑ.みしまミルクの配達で
使っている車の中には
どんな車があるでしょ
うか？
①電池自動車
②電気自動車
③電子自動車

ゼント！
これを機に根性なしを
脱出し優しさを残しつ
つステキな社会人に成
長していきたいです。
配達時には心を込めて
一軒一軒健康を届けて
いきたいです。そして、
明治の商品を通してお
客様１人ひとりの健康
をお手伝い出来たらと
思いますので、よろし
くお願い致します。
中常拓也でした。

４月は寒暖の差が激しく体がついてい
あっという間に１０月です。日に日に秋
かなぁ～いと言う方が多かったみたいで
も深まり半袖では肌寒く感じられる日もあ
すが ゴールデンウィーク真只中！いか
ります。風邪などひかれていませんか？朝
がお過ごしですか？フラワーフェスティ
晩冷え込む様になったら『のどが痛～い！
イガイガする～』などの症状も多く出てく
バルや菓子博などに行かれる方も沢山い
ると思います。
らっしゃると思います。『おしいひろし
１０月は各地で色々なイベントもあり（西
ま』に全国から人が集中してくる様な気
条の酒祭りや広島城のお堀であるフ―ドフ
もします。お好み焼きやもみじまんじゅ
ェスティバル）人がたくさん集まる所にカ
う…などなど広島の美味しい食べ物をし
ゼ等のウィルスもたくさんです。そんな時
っかり食べて帰ってほしいと思います。
は…Ｒ１ドリンク！毎日１本飲んで過ごし
連休中交通事故等にも気を付けて楽しく
やすい季節をアクティブに過ごして下さ
い。健康１番！
過ごしてくださいね！
味覚の秋を満喫して下さいね♪

（２人分の材料）
・えび １０尾・小麦粉少々
・塩こしょう各少々・オリーブ油適量
・牛乳 300ｍｌ ・ベーコン２枚
・グリーンアスパラ 4 本
・そら豆１０個・グリンピース２０粒
・カレー粉少々・パセリ 少々

① フライパンに、オリーブ油を入れ小麦粉をまぶしたえびを炒め、塩、こしょうで
味を調えます。
② 鍋に牛乳、短冊形に切ったベーコン、５cm 位の長さに切ったアスパラガス、そ
ら豆、グリンピースを入れて、火にかけます。注：煮立たせない様火加減に気を
付けましょう。
③②にカレー粉少々と 1 を入れて加え味をなじませます。仕上げに、パセリを飾っ
て出来上がりです。
牛乳を加えたら沸騰させないように野菜に火を入れるのがポイントです。

４月１５日の朝、
目の前でツバメが
飛びながら車に白
い物を落として行
きました。
「あっウ
ンコしたな！」と
思った瞬間、コロ
コロっと転がって
きたのは卵の殻、
巣の下にも殻が落
ちていたので、ど
ーやら 2 匹のヒナ
がかえったようで
す。

確かオッパイは無い
はずだから、早くも
エサの虫を食べてい
るのかな？2 週間も
したら巣立って行く
ので、人と比べると
何とも速い成長で
す。みしまミルクに
は 4 月から 2 名の新
人が入って来まし
た。出来れば早めに
成長してくれればい
いな～と思いつつ、
ツバメのヒナに
新人をダブら
せています。
追伸：社長の筆不精

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
１３０5

☆夏日になったり又、冬

☆桜も満開の時を迎え

☆ 春の日差しが明るく

の寒さに逆戻りで体調を
整えにくい季節ですね。
桜の花もびっくりして早
く咲きましたが寒さのせ
いか思いの他満開の時期
を長く鑑賞できうれしい
です。色々な花に目の心
も癒されます。
ＵＴさん

あちらこちらとてもき
れいです。子供達は新
学期を！１年生のラン
ドセルを背負う姿はと
ても可愛いですね。頑
張ってほしいです。
ＮＳさん

なり部屋中の汚れが気
になり始めました。ダイ
エットも兼ねて少し掃
除に精を出そうと思っ
ています。
ＫＭさん

☆ＴＶで販売店のお仕事

☆暖かさが増すにつれ

☆ 県 外 の大 学に 通 って

体験をしている番組があ
りました。留守でも大き
な声であいさつをしたり
箱の中をきれいに拭いた
りしていました。春休み
で家にいた子供が『みし
まミルクさんも大きな声
であいさつしてくれた
よ』と言っていました。
家族みんな感動でした。
『ＴＶと同じだね！』

ビン牛乳の口当たりを
楽しみにしています。
『ア～美味しい！幸
せ！！』と束の間でさ
さやかですがホッと一
息ついています。
ＳＭさん

ⅠＫさん

いる息子に○○ヨーグル
トを近くの明治さんから
届けてもらうようにしま
した。毎年イ×××××
ザにかかっていたのにな
んと今年の冬はイ×××
××ザはもちろん△△も
ひかずに春を迎えまし
た。○○ヨーグルトのお
かげかな？４月からも引
き続き飲むそうです。私
も続けヨット！
ＳＭさん

５月です。暖かい日もあれば急に寒くなって調整が大変な４月
でしたが、皆さ～ん元気に過ごされてますでしょうか？朝晩がま
だちょっと寒いのでストーブがなかなか収めきれずにいます。５
月は安定した春？初夏？を満喫したいですね！５月１２日は『母
の日』です。昨年父が他界してから『ガックリ』来ている日も多
く、よく風邪をひくようにもなりました。私の中ではいつもニコ
ニコ元気のいい母なのですが、最近はそうもいかないらしく…父
の分まで元気で長生きしてほしいです。親孝行もこれからです。
カープ大好き母さん！たくさん野球を見に連れて行ってあげた
い！行ったことがない居酒屋さんや焼き鳥屋さんにも・・・ね！
いつもありがとう♪～♪

Ｑ. カラダの中で免疫を作る最も大切な器官の名前は
なんでしょうか？でした。答えは『③』の腸です。
腸は細菌やウィルスを吸収せず便として排出するため、リンパ球と
いう免疫細胞が多く集まっています。腸は人の生命維持のために最
も大切な器官といわれ腸内環境を整える事によって元気なカラダが
作られるというわけでしっかりヨーグルトを食べましょう！

お客様へ
４月２９日～５月６日の間
配達が不規則になりご迷惑
をお掛けしますがよろしく
お願い致します。
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

ゴールデンウィークは

５月３～５月６日の
間は休業となります。

でんわ

まって
まぁ～す♪

答え

