
 

日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

今回はまごころ宅配おまかせコースで使用している商品の特長をご紹介いたします。 

 

 

 

 無塩漬とはウインナーやハム、ベーコンなどの肉加工品に使われる用語です。食

品添加物である「発色剤（亜硝酸塩など）」を使わずに作った商品を「無塩漬」

と呼びます（塩を使っていないという意味ではありません）。発色剤は肉自身が持っ

ている赤い色素を固定し、加熱や酸化による色変わりを防ぐ働きのほか、肉臭さを

消す、細菌の増殖を抑える働きなどの働きもあります。そのため、「無塩漬」といっ

てもリン酸塩を使い弾力性を高めたり、酸化防止剤を用い商品の劣化を防止し、保

存性を高めたり、調味料などで味を調整している商品も一般的には販売されていま

す。無塩漬といっても食品添加物がないわけではありません。 

ＪＡまごころ宅配の無塩漬シリーズはリン酸塩、酸化防止剤、調味料（アミ

ノ酸）などの食品添加物も使用せず、原料の豚肉のもこだわった商品です。素

材の自然の色と味がそのままの「無塩漬シリーズ」です。「色が悪い」「見映え

がしない」といった声もありますが、香辛料やスモーク方法

などを工夫し、しっとりマイルドな味わいに

仕上げました。 
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無塩漬シリーズ 



 

 

リン酸塩は、食品の保水力や結着力を強め、食感やジューシー感を与えるための

添加物です。ちくわやかまぼこ、さつま揚げといった練り製品やハム、ウインナー

などの肉加工品、卵加工品など様々な加工食品に使われています。特に、練り製品

に使われるすり身は海上ですり身加工し、冷凍されて搬入されますが、冷凍保存に

よる劣化を防ぐためにリン酸塩を添加します。リン酸塩は過剰摂取するとカルシウ

ムの吸収を妨げるため、成長促進を妨げ、骨粗しょう症の原因になるのではともい

われています。ＪＡまごころ宅配では「リン酸塩を使っていないすり身」にこ

だわり、ちくわやかまぼこ、さつま揚げなどの練り製品をお届けしています。

一般的に売られている商品に比べ、歯ごたえがしっかりしており、魚の風味が

感じられます。またリン酸塩は卵豆腐や茶碗蒸しなど卵加工品の変色防止にも

使われていますが、まごころ宅配では「リン酸塩不使用」の

商品をお届けしています。 

 

 

 

 きのこ（えのき、ぶなしめじ、なめこ）や大豆加工品（油揚げ、厚揚げなど）、小

麦加工品（うどん、中華麺など）や精肉は、できる限り県内産原料を使用した商品

をお届けします。（原料情勢により国内産原料になる場合もあります）。 

今後も安心・安全な食材をお届けしてまいります。今後ともＪＡまごころ宅配をお引き立

ていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

無リンすり身シリーズ 

長野県産優先 



 

新年明けましておめでとうございます。 

本年も、ＪＡまごころ宅配をよろしくお願いいたします。 

 

お正月は、ご家族やご親類の方とお節料理を召し上がったり、地区独自の伝統行事に参加され

た方も多かったのではないでしょうか。以前は小正月に行っていた『どんど焼き』や『三九郎』など

の繭玉焼きも、この週末に行う地区が増えているので繭玉作りをされた方もいらっしゃることと思い

ます。スーパーやコンビニエンスストアでは、節分商品の陳列が増える時期です。年々、行事関連

の取組みが早くなっている傾向があります。ＪＡまごころ宅配でも、今週お届けしている宅鮮だより

5ページに『節分準備特集』に落花生などを掲載しております。来週お届けする宅鮮だよりは

『節分フェア』として、大羽いわし丸干し、落花生のほか、恵方巻きの具材も掲

載いたしますので、ご活用ください。また、今週の食品・調味料のカラーチラシ

（№２４４）に掲載しております『エーコープマーク品のらっきょう酢』は、ご飯に混ぜるだけで簡単に

酢飯が作れ、大変便利です。この機会に、是非おためしください。 

節分といえば豆まきですが、落花生を撒く地域と炒り大豆を撒く地域とに分かれます。南北に長

い長野県ならではの風習を知って楽しむのもいいかもしれませんね。 

  

また、今週は伊予柑（別紙）注文書をお配りしております。裏面では、これからがおいしい、色々

な柑橘類の商品特徴をご紹介いたします。、季節の味をご堪能ください。れからも、皆様のお役に

立てますよう、様々な商品をご提案いたしますので、ＪＡまごころ宅配をお引き立ていただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 
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お好みの

味を探し

てみては 

 

伊予柑 

● みかん類とオレンジ類交雑種といわれており、愛媛県で本格的に栽培されているため、『伊

予』と名前が付けられました。『温州みかん』に次いで生産量の多い品種です。 

● 果皮がやや厚めでややむきにくいですが果肉はジューシーで甘酸のバランスが良いのが

特徴です。旬は２～３月です。 

しらぬひ 

● 『清見柑』と『ぽんかん』を掛け合わせた品種で、正式な品種名は『不知火（しらぬい）』。頭

の部分が出っ張っているのが特徴で、近年で最も人気があります。見た目はずんぐりしてい

て、甘みが強く、袋ごと食べられる手軽さが人気で、旬は２月～３月です。 

● 『でこぽん』の名称で出回っていた商品も、取扱い基準等により『しらぬひ』『しらぬい』の商

品名に変更されている商品もあります。ＪＡでも『しらぬひ』として予約を承る予定です。 

せとか 

● 『清見』、『アンコール』、『マーコット』の３種類を交配して作られました。高級フルーツとして

出回っていましたが、近年は生産量も増え、値頃感ある商品が手に入りやすくなっていま

す。 

● 果肉は柔らかく、鮮紅色。多汁で濃厚な甘みがあり、みかんのように袋ごと食べられるため

人気が高まっています。  

清見柑     

● 『温州みかん』と『オレンジ』を掛け合わせた品種です。 

● 果皮は少し厚いですが果肉がやわらかく果汁も多くこぶくろが薄

いので袋ごと食べられます。旬は３～４月、みかんの甘みとオレ 

ンジの香りが楽しめます。 



  

 

日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。ＪＡまご

ころ宅配では、皆様の生活にお役立ていただけるような多くの種類の商品を取り扱っ

ております。今回は、ご案内しているチラシについてお話します。 

１）宅鮮だより・・・毎週お届けしているカラーのチラシで生鮮食品や加工品、 

冷凍食品、調味料など。専用の注文用紙に欲しい数量をご記入ください。 

２）単品チラシ 

  ①青果・肉・飲料などの食品 

  季節の野菜や魚、旬の果物、信州産畜産物などＪＡならではの商品を 

取り揃えております。宅鮮だよりとは異なり、箱単位でのご注文です。 

  例）ぽんかん、肥後グリーンメロン、たらこ、焼肉セット、飲料など 

  ②エーコープマーク品 

  漬物の素、お酢、もちもちミルクパンなども数多く取り扱っております。 

  ③日用雑貨・衣料品・書籍 

  食品以外にトイレットペーパーやあったか肌着や防災セットのほか、 

 日々の生活を豊かにする書籍なども取り扱っております。 

  ＪＡまごころ宅配では食品以外にも日々の生活を豊かにする商品や情報 

  も掲載しております。寒夜にチラシを眺めてみてはいかがでしょう。 

  ～裏面は紹介キャンペーンのご案内です～ 

      便利なまごころ宅配を、知人の方にもご紹介ください。 
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 日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

平成２５年１２月に「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され

ました。寿司や天ぷらといった和食の料理ではなく、「自然を尊ぶ」という日本人の気質に

基づいた「食」に関する「習わし」を、「和食；日本人の伝統的な食文化」を表しています。 

 

(1)多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重  

日本は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっており、地域に根差した多様な

食材が用いられ、またその地域で素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達していま

す。 

(2)健康的な食生活を支える栄養バランス 

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。ま

た、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本

人の長寿や肥満防止に役立っています。 

(3)自然の美しさや季節の移ろいの表現 

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花

や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽し

みます。 

(4)正月などの年中行事との密接な関わり 

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである

「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。 
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和食の４つの特徴 



  

一汁三菜とは、ご飯に汁もの、おかず３種（主菜１品、副菜２

品）で構成された献立のことです。一汁三菜はたくさんの食材を

使うので栄養のバランスがよく、１人分ずつ盛りつけることで食

べる量がわかり食べすぎを防ぐことができます。味噌汁は入れる具材により主菜にも副菜に

もなります。だしは日本の大切な食文化です。食材が持つおいしさや、だしのうま味を生か

すことで、過剰な塩分の摂取を抑えることもできます。また、味噌や納豆などの発酵食品に

含まれる乳酸菌は胃酸に強く、生きたまま腸に届き、腸内環境を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日１回、一汁三菜からはじめよう 

「山印醸造のお味噌」のご紹介 

 お馴染み山印醸造では「すぐに召し上がれるお味噌」として「食べ頃仕込み味噌」（赤・

白）から無添加味噌「自信作」、インスタント味噌汁まで多数ご用意しております。昨年か

ら、従来の食べ頃仕込み味噌のよい所はそのままに、塩分を２０％カットした「食べ頃仕込

み味噌 減塩」を発売いたしました。高血圧や糖尿病の方はもちろんのこと、生活習慣病の

予防にもお勧めします。おいしい新米と一緒においしいお味噌汁をお召し上がりください。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

今週お届けの宅鮮だより 

10 月 2 号に「減塩味噌」が載っ

てるよ！一度試してみてね！ 

1.8kgパック×４個入

れ 

10月16日～18日には色々なお味噌の注文用

紙をお配りします。この機会にご購入くださ

い。 



 

      

日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 みなさんは「健康寿命」という言葉をご存知でしょうか？健康寿命とは「健康

上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことで、人がどれ

だけ健康で生きられるかを年齢で表したものです。一方、平均寿命はこの世に生

を受けてからどれだけ生きられるかという生命の長さを表しています。ご存知の

とおり、長野県の平均寿命は男女とも日本一となりましたが、健康寿命は男性１

８位（７１ ,４５歳）、女性は１６位（７４，７３歳）と平均寿命とかけ離れた年齢

になっています。 現在の日本では健康で豊かに生きられる健康寿

命をいかに延ばすかが重要と考えられています。  

 

健康で長生きをするためには色々な食材をバランスよく摂り、適度な運動を心

がけることが大切ですが、よく噛んで食べることも大切なことです。噛むことに

はたくさんの良い効果があります。噛むことで分泌される唾液には、食べ物の残

りかすやバイ菌を洗い流し、むし歯や歯周病の予防、食べ物の消化を促す働きが

あります。また、噛むことは筋肉や舌などを意識的・

反射的に反応させ、脳や身体に刺激を与え、認知症

予防、全身の運動機能を高める効果があります。そ
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してなにより食事をおいしく味わうことは、楽しい人生を送ることができます。 

 

 よく噛んで食べるには歯のお手入れが大切になります。歯に

糖分やバイ菌がついたまま長時間放置するとむし歯になりやすく、

歯磨きが不十分だと歯周病を引き起こしやすくなります。食後３０分を目安に、

丁寧に歯と歯ぐきを磨く習慣が大切です。歯を磨くときにたっぷりと歯磨き粉を

つけて磨くことはお勧めできません。歯磨き粉が泡立ち、汚れが落ち切っていな

のに磨いた気分になってしまうからです。一般的に売られている歯磨き粉は磨き

心地がよく、口の中がさっぱりした感じになるように発泡剤（泡立ちがよくなる）

や研磨剤を使用しています。 

毎日の歯磨きで健康な歯を保ち、健康長寿を目指しましょう！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

薬用歯みがき「アパナチュール」はここがすごい！ 

１．薬用ハイドロキシアパタイト配合 

薬用ハイドロキシアパタイトは、歯の主成分ハイドロキシアパタイトとほぼ同じ成分で、

3 つの作用でむし歯を予防する成分です。 

働き１：歯垢の吸着除去・・虫歯の原因となる歯垢をからめとります。  

働き２：傷の補填・・食べ物や歯ブラシが原因でできる目に見えない小さな傷を埋め歯垢

や着色を防ぎます。  

働き３：再石灰化・・細菌がつくる酸や食べ物の酸により、歯の表面からミネラルが 

溶け出します。この状態がむし歯の一歩手前の状態と言われます。この溶け  

出したミネラルを補給します。（虫歯を完全に予防するものではありません）  

２．発泡剤・研磨剤無配合・・泡立ちに惑わされず、しっかり磨けます  

３．殺菌成分や炎症を抑制する成分配合・・歯周病を予防します  

詳しくは同時にお届けしておりますチラシをご覧ください。  

これを機に「アパナチュール」をお試しください。  

歯磨き１回の適量

は１ｃｍ程度！  



 



まごころ宅配アンケート 『ご意見・ご要望』について 

日頃はまごころ宅配をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。  

今回は、チラシ関係のご意見・ご要望に関しまして、ご案内させて頂きます。  

☆チラシ関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

～皆様からのご意見・ご要望の回答をさせて頂きます～ 

１切単位の魚や骨とりの魚を入れて欲しい。 

回答  商品や掲載頻度は限られますが、ご提案をしてまいります。「骨とり商品」は、

冷凍食品でも取扱いしておりますので、ご利用ください。  

 

青魚・生魚を増やして欲しい。  

回答  近年の水揚量の減少にともない、生鮮魚としてはまとまった量の集荷が難しい 

状況ですが、解凍品や半加工品も含め提案に努めて参ります。  

 

お刺身が良いので多くして欲しい 

回答  ありがとうございます。鮮度に加え、より上質なもののご提案に努めて参ります。 

 

ワカメ等の海そう類を時々いれてほしい  

回答  現行、宅鮮だよりでは 1 品は掲載するようにしております。     
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旬の野菜や果物を、沢山入れて欲しい。 

回答  宅鮮だよりや単品チラシにおいても季節の商品を幅広く取り入れるようしてお

りますので、是非ご利用ください。  

 

お肉の切落しなどで、脂身や筋が多いときがある。  

回答  製造の際、良い商品づくりにつとめてまいるよういたします。 

 

違うメーカーの食パンを載せてほしい。 

回答  現行の掲載商品の他に、取扱いブランドや品目を拡大してご提案してまいります。 

 

うどんなど箱単位ではなく単品で注文できたらうれしいです。  

回答  エーコープ地粉そうめん・ひやむぎ・うどんについては、３袋セットでチラシ掲

載をしておりますので、ご利用ください。その他商品も検討してまいります。  

 

下着やグンゼ製品など、よかったです。  

回答  季節衣料を中心にご案内させて頂く予定ですので、ご期待ください。  

 

エーコープマーク品の歯みがきや歯ブラシを入れてほしい。 

回答  約 2 ヶ月に 1 回の頻度でご案内してまいりますので、ご利用ください。  

 

本を取扱ってほしい。 

回答  昨年までの２ヶ月に１回のご案内から、本年度は好評につき毎月１回のご案内に  

   増やしておりますので、ご利用ください。 

 

冷凍食品はすべて国産にしていただくとありがたいです。  

回答  海外に製造工場があるメーカーも多いため、全てを国産にすることは出来ないた

めご理解をお願いします。国産の商品には、チラシ内に「国産」と記載しており

ますので、ぜひご利用ください。 

 

商品の掲載希望 

惣菜でお弁当の彩りになる商品・ひきわりや小粒納豆・ふっくら玉子焼きだし・ジャム・

バター・マーガリン  割安感のあるお茶・おつまみ：菓子や缶詰等  

回答  ご要望ありがとうございます。可能な限り掲載してまいります。単品チラシでも  

   多くの商品提案をしておりますので、あわせてご利用ください。  

 

 

今後もご意見・ご要望を参考にしながら商品のご案内に努めてまいります。 

引続き、JA まごころ宅配をご愛顧の程よろしくお願いいたします。  



まごころ宅配アンケート 『ご意見・ご要望』について 

今回は、アンケートにご記入いただきましたご意見ご要望に関しまして、 

回答をさせて頂きますので、ご覧ください。 

 

 

配達の設置場所や時間について、希望内容に変更してほしい。  

回答  希望される設置場所（玄関先や物置、日向に置かないで欲しいなどといった）に

ついてはＪＡにご連絡ください。お届け曜日および配送時間については、地区ご

とに決められたコースで配送しておりますので、ご要望に添えない場合がござい

ます。ご了承願います。 

   また、年末はお届け曜日が変則的になる場合がございます。事前にご案内申し上

げますので、ご確認ください。 

 

保冷材の量や入れる場所を考えてほしい。 

回答  夏季は外気温が高いため、保冷材を１箱につき２つ入れております。生鮮食品は

保冷材の近くに置き品質を保つようにして、野菜や果物は変色を防ぐため保冷剤

に直接あたらないよう配慮して箱詰めしております。お届けの際に、気になる点

がございましたらＪＡまでご連絡ください。また、お戻し頂いた保冷材は全て洗

浄し再利用しております。お手数をおかけしますが、毎回通い箱にお戻し頂けま

すようお願いいたします。 

 

 

使用済みの牛乳パック・トレーや期限の過ぎたチラシを回収してほしい。 

回答  まごころ宅配の場合は、商品をお届けしながら前回の通い箱の回収をするため、

車内に回収トレーを区分けするスペースがございません、そのため、現状はお受

けすることが難しい状況にあります。何卒、ご理解をお願いします。 

 

 

宅鮮チラシは利用していないので、入れないで欲しい。 

回答  「宅鮮だより」が不要な方はお止めすることも可能ですので、ＪＡまでご連絡く

ださい。なお、単品チラシは配付となりますが、ご容赦いただきますようお願い

します。 

 

 

宅鮮だよりで注文した商品を忘れてしまう。  

回答  宅鮮だよりをご利用頂きありがとうございます。チラシ商品№の横に 2 列の四角

い枠がございます。例といたしまして、週の前半に 2 個ご注文される場合は左側

に２をご記入頂き、週の後半に３個ご注文される場合は３とご記入のうえチラシ

を保管されますと便利です。是非ご活用をお願いします。（例：     ）    
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価格が高い。 

回答  おまかせコースの商品は添加物の使用を極力控え、原料を厳選していることや食

数にあわせての包装をしていることなどから、店頭の類似商品と比べると高めに

感じられることがあろうかと思います。皆様にご支持頂けるよう価格努力してま

いります。宅鮮だよりでは、割安感のある商品掲載が中心になっておりますので、

ご理解の程お願いいたします。  

 

品数を増やしてほしい。特定の商品は入れないでほしい。（魚が多いなど） 

回答  おまかせコースのメニューの中で、おまかせアレンジメニューは 1 回あたりのお  

届け商品が多めのメニューとなっております。おまかせアレンジメニューは数量  

を増やしたり取消したりすることが可能ですので、商品と同時にお配りしており  

ます増欠品票を活用していただければと思います。また、宅鮮だよりからお好き 

な商品をご注文して頂くことで幅広い商品をお届けすることができます。  

取消しの希望が多い商品については、おまかせコースでの使用はを考慮してまい 

ります。 

 

商品を取消ししても届くことがある。 

回答  ご迷惑をお掛けし申し訳ありません。今後とも注文書の取扱いには充分注意を払

ってまいります。また、このような場合はお手数ですが、JA までお申し出くだ

さい。お取消しさせて頂きます。  

 

 

簡便商品を増やしてほしい。 

回答  農繁期だけでなく年間通じてのご希望も増えていますので、検討してまいります。 

 

 

おまかせコースのメニューに野菜を増やしてほしい。 

回答  ご家庭にない野菜や自家用野菜が少ない冬場を中心に、野菜の導入を検討して  

まいります。ご希望される商品がございましたら、リクエストをお願いします。  

 

 

しばらくトイレロールの注文がなかったので、入れてほしい。 

回答  今後、2 ヶ月に 1 回の頻度でチラシをお届けしてまいりますのでご利用をお願い

します。 

 

 

全国各地の商品や季節の商品・珍しい商品を入れてほしい。 

回答  宅鮮だよりや単品チラシでは、幅広い商品をご案内しております。盆花やクリス

マスのケーキ、年末年始関連商品といった行事関連商品のほか、旬の青果品、エ

ーコープマーク品、日用品や本などもご案内しておりますのでお楽しみください。

今後も多くの商品のご提案ができるよう努力してまいります。   

 

次回は、宅鮮チラシに関するアンケート集約結果を 

掲載させて頂きます。 



まごころ宅配アンケート 『アレンジメニュー』について 

今回は、アンケートのご意見ご要望のなかで、おまかせコース『アレンジメニュー』

に関してお問合せがございましたので、アレンジメニューについてご紹介いたします。 

 

 Ｑ 増やしたり・取消したりするアレンジメニューがよくわからない  

 Ａ お好みに合わせ、おまかせコースの商品を『増やしたり取り消したりすること』  

ができるメニューです。毎週お届けしております下記の用紙にご記入いただき、  

ご提出ください。 

 

増やす場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡまごころ宅配 かわら版 
ＪＡまごころ宅配ホームページ http://www.nn.zennoh.or.jp/jatakuhai/ 

平成２９年８月号  

メニュー名  

お届け予定日  

増やしたい数を

お届け予定日に

書き込む。  

 

２  

ご注意ください！  

商品名に記載されている分量でのお届けと

なります。  

例：鮮あゆ（解凍）  

増やしたい量を「３」とした場合は  

１尾入れが３パック届きます。  

 

３  

おまかせコースお届け分＋  

増やした分量（ばちまぐろ切り落とし  

１００ｇ×２パック）をお届け  

 



取消しの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

両面で１枚の用紙となりますので、増やす・取消しをご確認のうえ記入をお願いし

ます。ご不明な点がございましたら、ＪＡまでお問合せください。  

また、アレンジメニューにご興味のある方は、通い箱に以下の資料請求の用紙を提 

出いただければご案内申しあげます。  

 

 

【ＪＡまごころ宅配 アレンジメニュー資料請求】      

お名前 お電話番号 ＪＡ支所名   地区名 

    

      

取り消したいものに印（Ｖ）をつける  

Ｖ  

切 り 取 り 線  



まごころ宅配アンケート調査に 

ご協力いただきまして、ありがとうございました。  

5 月に実施いたしましたアンケートには、おかげさまで３ ,３８２名の方 

からご回答を頂きました。多くのご意見や励ましのお言葉を頂きまして、 

心より感謝を申しあげます。 

 今回は、おまかせコースに対するアンケート集約結果をご報告させて頂きます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆おまかせコース関係 
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皆様からいただいたご意見・ご要望をご紹介します   

 

買い物に行くのが大変なので自宅まで届けてくれて助かっている。 

回答  ご利用いただき、ありがとうございます。食料品から生活用品まで、さらに便利  

にお使いいただけるようにしてまいります。  

 

買い物の楽しみもほしいので。車で買い物にいきたいので。 

回答  まごころ宅配と買い物の両方をご自身の生活スタイルにあわせてご活用頂けれ  

ばと思います。 

 

調理をする際に、目新しい食材などはどういう風に食べればよいかわからない。 

回答  毎週お届けしておりますお料理アドバイス表に、食べ方やレシピを掲載しており  

ます。ご活用ください。  

 

メニューにマンネリ感がある。 

回答  1 ヶ月に同じ食材が重ならないように考慮しておりますが（一部の旬の食材は除  

いて）お料理提案に工夫をしてまいります。  

 

自分で全部購入するよりは、バランスが良いと思っているので助かります。 

回答  肉や魚などを中心に色々な食材をお届けしております。目新しい食材については  

お料理アドバイス表で調理方法も掲載していますので是非ご活用ください。  

 

賞味期限が短くないか。 

回答  まごころ宅配では色をきれいに見せるための添加物や日持ちをよくするための  

添加物など、不要な添加物は極力使用していないため市販品に比べると賞味期限  

が短くなってしまいます。何卒ご理解願います。  

 

たまごが割れていることや、野菜の質が良くない時がある。 

回答  商品を通い箱へお入れする時やお届けまでの取扱いには、気をつけておりますが、 

何らかの刺激により発生してしまうことがあります。また、他の商品や保冷剤と  

一緒にお届けする際に当ってしまい、劣化につながってしまう場合があります。  

そのような場合、お手数でもＪＡまでお申し出をお願いいたします。商品交換等  

対応させて頂きます。  

 

欲しい物が頼め、いらない物は取消しができる。 

回答  アレンジメニューを上手にご活用いただき、ありがとうございます。  

ご好評いただいておりますアレンジメニューについては次回詳しくご説明させて  

いただきますのでご覧ください。  

 

 

 

チラシに関する集約結果やその他のご意見、ご要望につきましては  

今後詳しく掲載してまいります。  

引続き、JA まごころ宅配をご愛顧の程よろしくお願いいたします。  



日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

 

 

 

骨粗鬆症ってどんな病気？ 

骨粗鬆症（こつそしょうしょう）とは、長年の生活習慣な

どにより骨の量が減ってスカスカになり、骨折をおこしやす

くなっている状態、もしくは骨折をおこしてしまった状態の

ことをいいます。粗（そ）は「あらい」、鬆（しょう）は「す」

とも読みます。つまり「すのはいった大根」のように骨の内部が粗くスカスカになった

状態です。 私たちの骨は 18 歳ごろを最大に少しずつ減っていきます。骨は固いので、

一度つくられると変化しないように思われますが、実際は絶えず活発な新陳代謝をして

います。身体の細胞と同じで、丈夫でしなやかな骨を保つためには、古い骨を壊し、た

えず新しい骨に作り変える必要があるのです。ところが、骨のもとになるカルシウムの

摂取が不足したり、身体が老化して骨をつくるためのホルモンが不足してくると、骨を

作る量よりも骨を壊す量のほうが多くなります。こうして骨からカルシウムが徐々に減

り、骨がスカスカになってしまうのです。そして骨には二つの役割があります。1 つは

体を支える柱の役割、そして、もう一つはカルシウムを蓄える貯蔵庫の役割です。カル

シウムは骨に９９％、血液中１％存在しています。この血液中のカルシウム濃度を一定

に保たないと、生命の維持に必要な心臓や脳が正常に働かなくなります。そ

こで、食事中のカルシウムが不足すると、骨に蓄えておいたカルシウムを取

り出して、血液中のカルシウム量を一定に保とうとする働きがおこります。

カルシウムをいつも骨から取り出している状態が続くと、骨のカルシウム量、

すなわち骨量が減少して骨粗鬆症になります。  

骨粗鬆症になりやすい人ってどんな人？  

年を重ねることにより、どんな人でも骨量は減ってきます。

遺伝的や、喫煙、運動不足、偏食といった生活習慣、病気や

服薬なども原因となります。骨粗鬆症は女性に多くみられる

病気です。これは女性は元々骨が細いうえに、閉経によって

骨を作る素になる女性ホルモンの分泌が減ることがあげられ

ます。 
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あなたの骨は大丈夫？？ 

骨粗鬆症から骨を守る！！ 

 



骨粗鬆症から骨を守るにはどうすればいいの？ 

 骨量のピークを超えてから骨量を増やす

ことは出来ません。今の状態から減らさな

いことが大切です。骨を守るにはまず食事

が一番！カルシウムやビタミンＤ、たんぱ

く質などをしっかりと摂りましょう。「骨

粗鬆症」、「骨を丈夫に」というとカルシ

ウム！！と思いがちですが、カルシウムだけ摂っても体に上

手に取り込めません。カルシウムを摂るときはビタミンＤを

一緒に摂ると効率良く体に取り込めます。カルシウムは牛乳や乳製品、小魚、青菜類に

多く含まれています。ビタミンＤは魚介類（鰯や鮭など）ときのこ類に多く含まれます。

また、リンを摂りすぎるとカルシウムの吸収を阻害するともいわれています。リンは穀

物や肉、魚、乳など普段私たちが食べている幅広い食品に含まれています。特に加工食

品には食品添加物としてリン酸塩化合物が使われるため、加工食品を多く摂るとリンを

摂りすぎてしまします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご飯カルシウムはいかが？ 

今週のチラシに「ご飯カルシウム」が入ってい

ます。「ご飯カルシウム」は体に吸収されやす

い天然型のカルシウムと、カルシウムの吸収を

助けるビタミンＤを同時に配合した食品です。

ご飯と一緒に炊くだけで不足しがちなカルシウ

ムを簡単に摂ることができます。毎日の食事に

取り入れてみてはいかがでしょうか？  

 

食事は主食・主菜・  

副菜を揃えて 

ＪＡまごころ宅配ではリン酸塩を使わない練り製品や

発色剤不使用の肉加工品など健康に配慮した食品を厳

選し、お届けしています。  



日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

  ６月に入ると梅雨時期で空模様が気になり憂鬱になりがち 

ですが、この季節の花『あじさい』は、そんな気持ちを癒し 

てくれる存在ではないでしょうか。『あじさい』同様に日本を  

代表する花『桜』は、大木の上で見事に花を咲かせ、晴れた日はなおさら 

堂々としています。反面『あじさい』は庭先でひっそりと咲きながらも、雨の日で 

さえも晴れた日とはまた違った顔で楽しませてくれる対照的な花だと思いませんか。 

 

小学生の頃、雨降りの朝は学校までの道のりが長く思え、憂鬱になりながらも 

外にでると玄関先にピンクや紫色で咲いているあじさいを見て、少し明るい 

気持ちになった事を思い出します。同じ頃、小林一茶の俳句を覚え始めていて、 

あじさいを詠った俳句を身近に感じたものです。 

 

観光名所では、鎌倉のあじさいが有名ですが、 

 長野県内でもあじさい寺と呼ばれるお寺や各 

地区で見どころの公園などがあるようですね。 

上田市の塩田平あじさい小道は約３万株のあじさいが 

植えられていて、例年７月が見頃と言われています。 

時には、少し足を延ばして、季節ならではのお花を 

楽しまれてみてはいかがでしょうか。 
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『紫陽花の 

末一色（すえひといろ） 

となりにけり』 

小林 一茶 

 



日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

   

 

今年の５月５日は「立夏」、「一粒万倍日」にあたります。 

 「立夏」とは春分と夏至のちょうど中間にあたり、暦の上で夏の始まりです。この

日から立秋の前日までが夏季になります。新緑の季節で、九州では麦が穂を出し、北

海道では馬鈴薯や豆の種まきが始まります。 蛙が鳴き出すのもこの頃からです。夏と

いっても、本格的な夏はまだまだ先。日差しが強くなり気温が高くなる日もあります

が、基本的には暑くもなく寒くもなく、湿度が低く風もさわやかでとても過ごしやす

く、レジャーやお出掛けに最適の季節です。この頃は、晴天の日が多く、天候が安定

しています。梅雨になる前のこの時季に畳替えするのもおすすめです。 

「一粒万倍」とは、一粒の籾（もみ）が万倍にも実る稲穂になる

という意味で、大安と同じく、何事を始めるにも良い日とされてい

ます。特に種まき、仕事始め、開店、お金を出すこと（出資など）

などは吉であるとされています。但し、借金をしたり人から物を借りたりすることは

苦労の種が万倍になるので凶とされるのでご注意ください。手元にあるわずかな物で

始めた事が何倍にも膨らむ"とされ、宝くじの購入やお財布を新しくするなど金運が上

がるともいわれています。 

（２０１７年は５８日ほどあります。） 

今まで出来なかったことを一粒万倍をきっかけにはじめてみませんか。 
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平成２９年５月号 

５月５日は「立夏」、「一粒万倍日」 



日頃は、ＪＡまごころ宅配をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 ～新生活にむけて～ 
今週からご家族やご親類・ご友人の方で、職場や入学進学な

どで新生活をスタートされる方がいらっしゃるのではないでし

ょうか。反面、ご自身は新しい環境とは関係ないと思われてい

る方もいらっしゃると思います。それでも、どこかで『新しい』に触れられているか

もしれませんね。例えば、ご自宅に訪問されているＪＡ職員や日頃出入りされている

営業担当の方の異動などで、新しい方が訪ねられてきたり、お住まいの地区の委員の

方が新任となられているなど、今まで直接お話をされる機会のなかった方と接する機

会があるのではないでしょうか。  

『新しい』『変わる』というのは、子供でも大人でも不安や期待が入り混じります。

とかく大人になるにつれて不安要素や受入れがたいといったことが大きくなっている

気がします。新しい出会いのなかで『発見』『気づき』の部分があり、今まで当たり前

だったことが何気ない会話のなかで見直しされて良い方向に向かうチャンスもあると

思えれば期待も大きくなると思います。 

 『ＪＡまごころ宅配』でも、皆様の声をもとに、既存のこだわり商品のほかにお

奨めしたい『新たな商品や旬の食材』などをご案内して参ります。 

約１ヶ月後から『エーコープ新茶』のお届けが始まります。時に

は、一息つきながらこの時期ならではの変化を楽しんではいかがで

しょうか。 

今後ともＪＡまごころ宅配をよろしくお願いいたします。 

ＪＡまごころ宅配 かわら版 
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平成 29年４月号 



～旬の香り～  美味しいお茶をあなたに！ 

 

春の到来と共に、いよいよ新茶の季節になりました。 

エーコープ新茶は、4月下旬～5月中旬に茶摘みされた『一番茶』の新芽を使用して

おります。その年始めて萌芽した芽を摘む一番茶は、二番茶と比較して苦味が少なく

まろやかな旨みと味わいがあります。 

現在、県下ＪＡでは新茶の予約注文を承り中です！ 新茶の時期にしか味わえない

さわやかな香りをどうぞご堪能下さい！ 
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