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人と牛とのつきあいは動物の中でも比較的古く、紀元前 6000
年前ぐらいからだと言われています。農耕の際の労働力としては
もちろん、天然の食物の中でも栄養価の豊富な牛乳を育んでくれ
る牛は、人間にとってなくてはならない、大事な存在でした。 ア
ルファベットの大文字の『Ａ』は牛の顔の形をかたどった象形文
字と言われています。そういわれてみれば、
『Ａ』の字を逆さにす
ると牛の顔の形に似てますね。一番最初の文字に牛の顔を使うあ
たりに、人と牛との切り離
せない関係が見えてきませんか？

快適生活クラブ
『やせたらすてき』
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

☆まだまだ暑い日が続
いていますが皆さん健
康に過ごされています
か？もう９月に入りま
した。暦の上では秋なん
ですがお天気と気分は
まだ夏真っ盛り！でも
少しずつ秋に近づいて
るんだろうな！秋にな
ると美味しい物がたく
さんあります。サンマや
栗・・・でも食べすぎに
注意しながら１日１日
を楽しく健康に過ごし
ましょう！
沖
本嵩仁

☆みなさ～ん！元気で
夏を乗り切られました
か?私も元気にと言いた
いのですが冷たいもの
を食べたり飲んだりし
過ぎてお腹をこわして
しまいました。夏バテ？
と思いましたが熱中症
対策にと思い水分補給
をし過ぎちゃいまし
た！本当に暑かった夏
もそろそろ終わりに近

少～しずつですが秋の
気配がしてきましたね。
これからは夏の疲れを
しっかりとって『ミルク
で元気』を飲みながら季
節の移り変わりを楽し
んでいきたいです。
福原奈緒美

☆皆さ～ん！暑い暑い
と言っていたのに朝晩
は少し涼しくなってき
ましたね。これから季節
は秋になります。スポー
ツの秋、読書の秋と色々
ありますが、私は大好き
なバトミントンでしっ
かり体を動かし秋の味
覚を堪能したいと思い
ます。
中常拓也

答えは、お便りコ
ーナーに書いて
くださいね！正
解の方には先着
５０名様に『Ｒ１
ドリンク』を１本
プレゼント！

Ｑ.アルファベットの『Ｂ』
は何を形をかたどった
象形文字でしょうか？
①家
②ブドウ
③ミツバチ

お盆休みをいただき本当にありがとう
あっという間に１０月です。日に日に秋
ございました。スタッフも家族と休みを
も深まり半袖では肌寒く感じられる日もあ
過ごし、リフレッシュできました。まだ
ります。風邪などひかれていませんか？朝
まだ残暑の厳しい日が続いていますが事
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
故なく無事に健康と笑顔を届けていきた
ると思います。
いと思います。よろしくお願い致します。
１０月は各地で色々なイベントもあり（西
皆様のお便りの中でもたのしい『夏休み』
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
を過ごされている様子がうかがえます。
ゼ等のウィルスもたくさんです。そんな時
やっと子供たちの学校が始まり『ポカン』
は…Ｒ１ドリンク！毎日１本飲んで過ごし
と穴が開いたような家になっていません
やすい季節をアクティブに過ごして下さ
か？夏の疲れが出やすいこの時期、休憩
い。健康１番！
味覚の秋を満喫して下さいね♪
しながらぼちぼちやっていきましょう！

（２人分の材料）
・水２００ｍｌ・牛乳２００ｍｌ・みそ
大さじ２
・トマト小さじ 1
・ハム２枚
・パセリ少々

①鍋に水と牛乳を入れて火にかけ煮たてます。
②煮立ってきたらすぐにみそを入れましょう。
③トマトは湯むきしてざく切りにし、ハムは千切りにしてお椀の中に入れておきます。
④③にあつあつのお汁を継いだら出来上がりです。

＊コツ＆ポイント＊
沸騰させると分離しやすいので煮立ってきたらすぐにみそを入れ火を止め
ましょう！やや濃いめの牛乳を使うとコクが出て美味しく仕上がります！
コーンや小松菜の塩ゆででも美味しくできます。

～友達紹介
キャンペーン
～
『 黒瀬町 ・郷原 町
内』にお住いのお友
達 をご紹 介して 下
さい。
★ ご紹介 いただ い
た 方のご 自宅に み
し まミル クの営 業
ス タッフ が試供 品
を持って伺います。
皆様は『みしまミル
ク の営業 スタッ フ
が 行くの で健康 の
為に飲んでみて！』
とお伝えください。
★宅配のご契約
（ １日１ 本、週 ７
本）をしていただき
ますと『黒瀬・旬菜
創作
ビュッフェ露菴』
のランチお食事券

２枚をプレゼントい
たします。週６本以下
の場合は、当店で使え
る『２５０円券』２枚
をプレゼント！健康
の為に１日１本飲ん
でいただきできるだ
け長くお付き合いし
ていただきます様よ
ろしくお願い致しま
す。
★地域によっては配
達できない場所もあ
りますのでご了承く
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
１３０９

☆今の窓側のゴーヤが

☆夫は牛乳嫌いでした

☆ 毎日暑くてどこにも

今年はもう２０本ちか
く収穫でき毎日、チャ
ンプル、サラダ、佃煮
等々色々作っています
よ。天ぷらもいいです
よ。夏バテ知らずです。
Ｍ Ｔさ
ん

が『ミルクで元気』は
毎日欠かさず風呂上り
に飲んでいます。栄養
いっぱいで美味しいか
らでしょうね。
Ｍ
Ｈさん

行かれないです。赤ジソ
のジュースを作って牛
乳を入れて冷凍しアイ
スにして食べています。
とってもキレイなピン
ク色です。
Ｋ
Ｍさん

☆毎日の暑さにガック

☆子供の夏休みといえ

☆ 毎年の事ですがお正月

シ！ちなみにあせもに
なっていませんか？私
は今年『どくだみ風呂』
を楽しんでいます。ど
くだみ草をガーゼに入
れお風呂で煮だし？ス
ベスベして気持ちいい
ですよ！
ＫＦ
さん

ば・・・宿題です・今
年も科学研究の夏がや
ってきた！今年はどん
な科学研究になるや
ら！子供のお尻をたた
いて早めに終わらせて
しまいたいものです！
Ｓ Ｍさ
ん

が過ぎるとすぐにお盆が
やってきます。この調子で
すと来年のお正月もすぐ
来ます。何事もなく毎日が
過ぎ去っていることへ感
謝の気持ちを持たなけれ
ばと思っています。
ＫＯさん

９月です。とにかく暑かった８月を無事に過ごしました。皆さ
んは大丈夫でしたか？まだまだ残暑の厳しい日が続きますが、し
っかり水分と休養をとって秋に備えたいと思います。我家はお盆
休みを吉和にある『魅惑の里』で過ごしました。今までの暑さが
ウソの様な、とても涼しい所で同じ広島とは思えない場所でした
よ。川に足をつけて『の～びり』過ごしてきました。ありがとう
ございました。そして今月は姪っ子の結婚式があります。生まれ
た時からず～と近くにいて成長を見てきたので、わが子同様、考
えるだけで涙が止まりません。親戚の顔合わせの食事会の時に感
激して一人で大泣きしていた『ワ・タ・シ』恥ずかしかったけど
ホントにうれしかったんだもん！『おめでとう♪』

Ｑ.日本に輸入されているバナナのほぼ８割がどこの国から
入ってきているでしょうか？でした。答えは『③』のフィリピンでし
た。
バナナは常時１０度以上をキープすれば、時間がかかってもバナナを枯ら
せずに結実まで育てることができます。沖縄で１年～１年半本州では越冬
２年～４年くらいで結実が可能になるそうです。国産バナナ育ててみませ
んか？

９月１６日 敬老の日
多年にわたり社会につくしてき
た老人を敬愛し、長寿を祝う」
事。
９月２３日 秋分の日
祖先を敬い亡くなった人をしの
ぶ日と同時に春分の日同様、昼
と夜の長さが等しくなる日。

月水金コースのお客様へ

９月１６日（月）と９月
２３日（月）は祝日の為
配達はお休みとなりま
す。
ご迷惑をお掛けします
がよろしくお願い致し
ます。

なまえ

でんわ

まって
まぁ～す♪

クイズの答
え

