
皆様からいただいたご意見・ご要望をご紹介します   

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。  

 

おまかせコースについて  

品数・量目がやや少なく感じる時がある。 

回答   

 1 ヶ月のお約束価格に基づき商品を組み合わせているため、お届け品目数や量目が少

なくなってしまう場合がございます。おまかせコースでの増品やカラーチラシをご活用

いただけると幸いです。  

 

アドバイス表がとても役にたっています。 

回答  

 アドバイス表をご活用いただき、ありがとうございます。今後も皆様にご活用いただ

けるレシピを掲載して参ります。また、皆さんのお奨めするレシピもあればお寄せくだ

さい。 

 

増欠品が可能となり、とても便利。 

回答   

 アレンジメニューの増欠品を便利にお使いいただき、ありがとうございます。目新し

い商品などは一度ご賞味いただけると幸いです。  

 

選択コースについて  

日用雑貨品をもっと掲載して欲しい。 

回答   

 現在カラーチラシにて掲載していますが、別チラシ

の掲載により、生活に必要な雑貨品の掲載を検討して

参ります。ご希望商品がございましたら、リクエストをお待ちしております。  

 

「今月のお買得品」は、季節ごとのおすすめ品等を提案して頂きたい。  

回答   

 宅鮮だより「今月のお買得品」では、各担当者おすすめ品の提案をしています。今後

より季節の商品をご提案できるよう努めてまいります。  
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違うメーカーのパンを載せてほしい。 

回答   

 宅鮮だよりでは大手メーカー含めた３社で掲載しています。  

定番品の見直しなど、魅力のある商品選定に努めてまいります。  

また別チラシで定期的にご案内しています、エーコープマーク品の「ロングライフパン」

もご好評いただいておりますのでご利用ください。  

 

全国のお土産品等、目新しいものも取り扱って欲しい。 

回答   

宅鮮だよりにて定期的に全国各地のご当地品をご紹介する企画を掲載しています。  

（例：11 月 1 号「北海道秋の味覚大集合」２月４号「沖縄フェア」等） 

 

冷凍食品の配送費が高いように感じる。 

回答   

 冷凍食品の配送料はＪＡでも一部負担しておりますが、運送業者からの大幅な値上げ  

要請に伴い、商品の提供を継続するため４月よりお届け手数料を改定させていただきま  

した。何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。  

 

夏場はアイスクリームを取り扱って欲しい。 

回答   

 アイスクリームの取扱は以前にもご要望をいただき、運送業者とも検討しましたが、 

宅鮮だよりでは掲載出来ない状況です。ただ、別チラシによるメーカー直送での取扱に  

ついては、ご案内出来るよう検討して参ります。  

 

その他宅配全般  

配送員の方は対応もよく、元気に声をかけて下さり気持ちが良い。  

回答   

 ありがとうございます。お宅へお伺いする際、会員様と声かけ等を 

通じてコミュニケーションを図っていきたいと考えております。  

何かありましたらお気軽に配送員までお申し付け下さい。  

 

配送時刻が不規則な時がある。 

回答  

商品のお届けについては、極力一定の時間を保つようにしてまいりますが、商品の入  

荷時間や作業場での諸事情、また交通事情などに不規則になってしまうこともございま

す。その場合、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解の程、よろしくお願

いいたします。 

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。  



皆様からいただいたご意見・ご要望をご紹介します   

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。  

 

おまかせコースについて  
 

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。  

 

食品の鮮度・品質が良い。 

回答  精肉は信州産、魚介類は産地が明確な商品を選定してお届けしております。今後  

も引き続き、鮮度のよい食材をお届けして参ります。 

 

欲しい物が頼め、いらない物は取消しができて良くなった。 

回答  アレンジメニューをご活用いただき、ありがとうございます。今後もご利用いた  

だけますよう、色々な商材をお届けして参ります。ご活用ください。  

 

同じようなメニューが続くことがある気がする。 

回答  産地や添加物などこだわっている食材をお届けしているため、同じような食材の  

組合せとなってしまうこともあるかと思います。目新しい商材をお届けしていけ  

るようにすすめて参ります。  

 

肉は絶対農協です。信州産が良い。安心して食べられるので嬉しいです。（お肉） 

回答  「農協のお肉はおいしい」というご意見を多くいただき、大変ありがとうござい  

ます。精肉は信州産にこだわってお届けしております。引き続き、安心でおいし  

いお肉をお届けして参ります。  

 

味付けが濃く感じるときがある。また、お肉も固いものが届くことがある。（お肉） 

回答  味付けについては、外気温が高い夏季などは衛生管理上濃い目にしている商材も  

ざいます。また、魚の味付け品については魚の脂や保存日数等により、味の染み  

こみが変わってまいります。（脂の多い銀だらなどは味が染みこみにくいため） 

豚肉については部位や個体差が原因ではないかと思われます。ご理解の程お願い

いたします。 
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鮮度がとても良い。いろいろな魚が入ってくるのも嬉しいです。（お魚） 

回答  ありがとうございます。これからも目新しい魚をお届け出来るよう  

に選定して参りたいと思います。食べ方などについては同時にお届  

けしますアドバイス表をご覧ください。  

 

単価が高いような気がします。（お魚） 

回答  主菜として食卓に上っているお魚も、国内への搬入量が年々減少し  

てしまっております。以前に比べ、より多くの国で魚が食べられている点や、海 

水温上昇などで日本の領海内で獲れる量も年々減少してしまっているところが影 

響しております。宅配でお届けするお魚につきましては、安全・安心を第一に、 

また食べて美味しい（食味）ということを主眼に選定を行っております。いただ  

いたご意見をもとに量目バランスも考慮して、選定をすすめて参ります。  

 

材料が不足している時や忙しく帰ってきたときにすごく助かります。（お惣菜） 

回答  ありがとうございます。まごころ宅配では 1 回のお届けで肉や魚などの主菜、練

り製品や海藻などの副菜として使える商材を組み合わせてお届けしております。

これからも皆様に喜んでいただけるような食材をお届けしていきたいと思います。 

 

すぐに食べられるものが欲しい。（お惣菜） 

回答  「ご家庭の味を大切にしていただきたい」という観点から素材もお届けしており

ます。農繁期などは簡単調理品も多めにお届けしておりますが、「こういう食材

が欲しい」というものがございましたらＪＡにご連絡いただければ幸いです。  

 

鮮度が良く、特に冬場も届けてくれるためありがたい。（お野菜） 

回答  ありがとうございます。冬場、ながの県内で収穫できない野菜で消費量が多いも  

のについては導入していくように検討して参ります。  

 

もう少し野菜の品数を増やして欲しい。（お野菜） 

回答  まごころ宅配は「JA の宅配」ということで農家さんに多くご利用いただいてお

ります。そのため、野菜を作っているご家庭が多いため、宅配では「きのこ」、

「もやし」、「生姜」などご家庭では作らない野菜

を中心にお届けしております。ほかの野菜について

はカラーチラシからご注文いただけますので、ご利

用ください。 

 

 

 

その他のご意見、ご要望につきましては引き続き掲載して

参ります。 



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。  

６月に実施いたしましたアンケートには、おかげさまで 2,463 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、アンケート集約結果をご報告させて頂きます。  

                         

☆主に食事のご準備をされている方 ☆まごころ宅配をご利用している理由 

の年齢構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆おまかせコース関係 

おまかせコース全体の満足度             お肉の満足度                                 
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お魚の満足度               お惣菜の満足度  

 

 

 

  

 

 

お野菜の満足度              品数の満足度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    量目の満足度            1 ヶ月の価格について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシに関する集約結果やご意見、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。  



 

もしもの時に備え、防災グッズのご準備を！！  
日頃はＪＡまごころ宅配をご利用いただき、まことにありがとうございます。 

さて、皆様のご家庭では災害に備えて、防災グッズの用意や家具の備え付けなどの準備はさ

れていますか？日本では近年、東日本大震災における地震・津波の被害に加え、豪雨や大雪、

竜巻などの災害が多発しています。 

9月 1日は「防災の日」 

9月 1日は「防災の日」です。 台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、そ

れらの災害に対処する心構えを準備するためとして、9 月 1 日の「防災の日」を含む 1 週間（8

月 30 日から 9 月 5 日まで）が「防災週間」と定められています。大正 12 年（1923 年）9 月 1 日

に発生し、10万人以上の死者・行方不明者を出した『関東大震災』に由来しています。 

2011 年 3 月の東日本大震災後、防災という意識が高くなりました。昨年の熊本地震や今年

は長野県北部や大阪での地震、7月には西日本の広い範囲での豪雨災害も記憶に新しいとこ

ろです。 

災害に備え、ご家庭で取り組めること 

1、家具が転倒しないように壁に固定するなどの対策。 

出入り口を塞がないような家具の配置をする。 

2、缶詰や菓子、飲料水など、すぐ食べられるものを備蓄する。 

3、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど生活用品の備蓄と生活用水の確保。 

（水を入れたポリタンクを常備する、お風呂の水をいつも張っておく等） 

4、避難場所の確認やご家族が集まる場所など決めておくことも大切。 
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缶切なしで

開けられる

タイプ 



～これだけは準備しておこう～ 

飲料水や非常食 3 日分（そのまま食べられるも

のが便利）、ウエットティッシュ、サランラップ、医薬

品（常備薬や絆創膏など）、簡易食器セット（紙皿や

箸など家族分）、衣類、懐中電灯、携帯電話用バッテリー、ラジオ、乾電池、現金（10 円玉も）、

貴重品、ローソク、マッチ、ライター、ビニールシート、雨具、ナイフ、はさみ、タオル（大小）、洗

面道具（旅行用）、ビニール袋、ロープ、筆記具など袋に入れ、玄関など持ち出しやすい場所に

おいておきましょう。 

 

「災害はひとごと」と思っていませんか？地震、土砂災害、台風、洪水など、自然災害はいつも

待ったなし！少しでも災害被害を軽減するよう備えましょう。また、地震や豪雨に見舞われた場

合は「まだ大丈夫だろう」と思わず、自分自身の身を守る行動を取りましょう。 

 

今週お配りしております「あんしん防災用品」チラシでは、「もしもの時に」すぐ役立つ非

常防災グッズをご紹介しています。万が一に備え、ご準備ください。「我が家はもう用意してあ

るわ」という方は、これを機にバックの中身を確認し、使用期限や賞味期限が近いものは入れ

替えるなどを点検してみるのもよいですね。 

（一部配布のないＪＡがございます） 

 

 

 

 



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。 

 

 

 

 

 

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います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

今週から職場や学校などで新生活が始まっていますね。直接関わることがなくても、

新生活を始めた方をみかけ、こちらまでフレッシュな気分になることもあると思い

ます。そのような節目の時に気分を一新して、小さなことでも新たな事を始めてみ

ると、楽しみが一つ増えるかもしれませんね。 

 

そして、春の到来と共に、いよいよ新茶の季節になりました。 

ＪＡでは、約１ヶ月後から『エーコープ新茶』のお届けが始まります。 

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。 

お茶の味は、テアニン（旨味）、カテキン（渋味）、カフェイン（苦味）の 3要素の

出具合によって決まると言われておりますが、その年初めて萌芽した芽を摘む一番

茶はテアニンが多く含まれており、二番茶と比較して苦味が少なくまろやかな旨味

と味わいがあります。 

 また、お茶を入れる際、お湯が高温すぎると渋味や苦味が多く出すぎてしまいま

すので、お湯を急須に入れる前には７０度程度まで湯冷ましすることをおすすめし

ます。（ポットのお湯を茶碗に入れ、約 60秒で温度は 70度近くまで下がります） 

県下ＪＡでは引き続き新茶の予約注文を承り中です！  

この時期ならではのさわやかな香りをどうぞご堪能下さい！ 

 

 

 

 

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３０年４月号 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜蓄冷剤と通い箱の返却のお願いについて＞ 

蓄冷剤と通い箱は再使用しております。 

毎回、箱に入れて返却くださいますよう 

ご協力をお願いします。 
 


