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 早いもので10月になりました。あと2ヵ月で年

末となります。歳を重ねるにつれて「もう年末か」

と感じる事が多くなった気がします。 

 私は乳類以外の商品を企画販売している担当な

ので、年末に販売を予定しています、おせち等を各

メーカー様と商談を8月から行っており順次チラ

シにてご案内させていただきます。今年もお客様

に喜ばれる年末商品をお届けできるよう努めてま

いります。ありがとうございました。 

「みＬＯＯＫペーパー 2021 10月号」 アンケート用紙 

題 目 

お名前  コード  

TEL  コース  

ご住所  店名  

通常ご投稿タイトル 

□  健康の為にやっているちょっといいこと！ 

□ 簡単レシピ □俳句・短歌・川柳 

□ 最近感じること 

□ お店へのご意見・ご感想 

□  我が家の王様！我が家のエピソード 

 

 

 

 

 

 

保冷箱にお入れ下さい。配達員が回収いたします。ありがとうございました。 

※ご投稿に関しましては、すべての投稿を掲載することはできませんのでご了承下さい。 

<切り取り線> 

 

 

皆様からのお便りを募集しています。アンケート用紙のタイトルに印を

付けていただくか、題目にタイトルを記入してご利用下さい。自由なお

題でも結構です。お気軽にご投稿下さい。 

※お客様の個人情報は、当社の広報物への掲載、商品のお届けやアンケートの

ご依頼以外の目的では一切使用しません。 

お便り

大募集 

編集長 深澤 直流 

しい時だろうにニッコリと笑顔で迎えてくれ、昔話

に付き合ってくれました。 

少年時代、悪ガキの頃よく遊んだ魚捕方法にビン

を使ったビンブセ方法というのがあります。何せ昔

は、魚やメダカ・カニ・フナ・ドジョウの類がいっ

ぱいいましたから。其れがいつの間にか、川に魚の

姿がほとんど見られなくなってしまいました。なん

とも寂しい限りです。そう思い、友に原因を尋ねて

みました所、色々な原因があると思いますが、稲作

から果樹栽培に切り替えた農家が頻繁に農薬を使う

ようになり、 後に農薬噴霧機を洗う際、農薬が川

に混入し、いつの間にか魚など川に生息していた生

き物は死に絶えてしまったそうです。当時遊んだビ

ンブセ方法の魚捕に使ったガラス製のビンを友が1

時間もかかって物置から探し出してくれました。 

ビンの底に穴が空いており、入ったら簡単に出られ

ないよう返しの付いているものです。当時、同じよ

うな道具を使って遊んでいた方は多いかと思いま

す。同じような思い出のある方、お手紙をお待ちし

ています。 

            取締役会長 梶原哲夫 

 

 今月のお題 「熱中した遊び」 

 日頃は当社をご利用下

さり、誠に有難うござい

ます。㈱カジハラでは食

品・雑貨などを多く取り

扱っています。買い物に

なかなか行けない、荷物

が重たくなって困る…などでお困りの方、当社の

チラシからご購入してみてはいかがでしょうか？

商品は、配達員が乳製品と一緒にお届けをさせて

頂きます。是非こんな時だからこそご活用して頂

ければと思います。 

 現在チラシをお届けしている方以外でご希望の

方は配達員にお声をかけて頂くか、下記までご連

絡下さい。チラシお届けの手配を致します。 

 

皆さん、こんにちは。日頃は当社製品をご愛用下

さり、誠に有難うございます。 

心より感謝申し上げます。 

過日９月５日に世界の祭典「東京五輪パラリン

ピック」の閉会式が国立競技場で行われていました

が、素晴らしかったですね。もちろん私も行ってみ

たのではなく、全てテレビ観戦の上での話です。見

事なものでした。 

開催期間中の１３日間テレビをつければもうパラ

リンピック一色でしたね。選手や関係者の皆様に

は、本当にご苦労様と思います。私たちは、汗も流

さずちゃっかりテレビで拝見させて頂きました。ま

さに【平和の祭典】と言われる感じでしたね。その

模様は世界中のメディアでも華々しく取り上げられ

ていたように感じます。 

当時は、緊急事態宣言下であったため、とにかく

大会は全て原則無観客でしたが成果はとても大き

かったようです。 

それにしても私は参加する選手たちにとても驚か

されました。【超人的】とも表現される、選手たち

の卓越した技術の進歩、使用した競技用の義足や車

いすに凄く高い技術革新があったのだろうなという

こと。全てにびっくりしました。 

コロナ禍であり、多少の逆風も懸念されました

が、その成果は大きく、皆の記憶に残る大会になっ

たことでしょうね。 

先日久しぶりに八代の実家に帰った際、中学時代

の同級生の家に寄ってみました。今、農家などは実

に果樹栽培等で追われているはずですが、同級生は

家業のほとんどを息子に任せており、応援部隊の気

分に徹しているのか、意外とゆとりあるようで、忙

 
配達員がお届け！便利なチラシでお買い物！ 



かまきり 

■山梨県南アルプス市にお住まいの横内様からのご投稿 

 お店へのご意見・ご感想 いつも配達ありがとう。牛乳はもちろんですが、食料品を始め衣類等々、あら

ゆる品ぞろえ、楽しみにしております。家にいて買物が出来てしまうなんて、ほんとにありがたく思ってお

ります。山日の6月30日ビジネスリーダーに聞くカジハラ幸子社長様のキッチンカー展開に注力の文面、す

ばらしいと思いました。これからもよろしく。 

 お便り有難うございます。当社サービスがお客様のお役にたてていること誠に嬉しく思います。今後とも宜しくお願い

致します。 

■山梨県韮崎市にお住まいの功刀様からのご投稿 

 健康の為にやっているちょっといいこと！ ヒザ痛に悩んでいた私グルコサミン 1500 ＆コラーゲン 3000

を飲んでいます。おかげ様でヒザの調子も上々です。家庭菜園でトマト、キュウリ、ナスなど作り収穫を毎日楽

しみにできるのもグルコサミン 1500 のおかげかな？休息の間に飲むさわやかな味もやみつきです。 

 お便り有難うございます。お客様のご健康にお役に立てますよう、これからもより良いサービスを心がけて参ります。

今後とも宜しくお願い致します。 

■静岡県駿東郡にお住まいの山崎様からのご投稿 

 近感じること 「すばらしいプレゼント」新型コロナウイルス禍に見舞われてから

一年半。姫路へ嫁いだ娘の家族とも会う事ができなくさみしく過ごしています。中学

2 年生の孫、スマホで写真を…。成長している姿がうれしく思います。男の孫ですが何

かにつれ”ありがとう”の言葉を添えてくれます。「すばらしくうれしい」プレゼント言葉になっ

ています。私達こそ”本当にありがとう”ね。 

 お便り有難うございます。「ありがとう」の一言はとても嬉しいですね！コロナが一刻も早く終息しお客様がお子様、

お孫様に早く会えることを心より願っています。 

■山梨県甲州市にお住まいの手塚様からのご投稿 

 我が家の王様！我が家のエピソード  我が家の王子様！！それはもうすぐ2才になる孫です。姉3人の後

に生まれた男の子。それはそれは皆から可愛がられ何をしても何を言っても「カワイイねェ♡」と皆を笑顔に

してくれます。しかしワガママ王子にならないよう、大切に一歩下がった所で温かく見守ろうとがんばるばぁ

ばの私です。（でもついつい甘くなりがちで。） 

 お便り有難うございます。2才のお孫様の可愛らしさが感じる大変温かなお便りにほっこりしました。またのお便りお

待ちしております。 

■神奈川県伊勢原市にお住まいの森田様からのご投稿 

 心に残った言葉 「笑う門には福来る」心に残った言葉と言うより、好きな言葉です。友人に笑顔でいれば

いやな事も忘れてしまうよと言われ、それからはできるだけ笑顔で誰にでも接するように心がけています。笑

うことで病気もそれに負けるかとか…特に女子はいくつになっても笑っていると明るくなりますね！ 

 お便り有難うございます。笑顔は周りも明るくしますね！私達も笑顔を大切にしてお客様へこれからも元気をお届け

できるよう努めて参ります。今後とも宜しくお願い致します。 

■静岡県三島市にお住まいの望月様からのご投稿 

 毎月み LOOK かけはしたのしみにしています。明治牛乳。LG-21 を配達して頂き 80 すぎても元気な毎日

です。”光陰矢の如し”気付いた時はこんな年？これからは年をとらない事にします。今後共宜しくお願い致

します。 

 お便り有難うございます。お客様のご健康のお役にたてていること大変うれしく思います！これからも宜しくお願い

致します。 
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読者投稿コーナー 

●なぜアルコール消毒や手洗いで手荒れが起こるのか 

 消毒や除菌の成分には刺激性があり

ます。これらにより皮膚が直接傷害さ

れることがあります。また、消毒や除

菌の成分が原因でアレルギー反応を起

こし、かぶれが起きてしまうこともあ

ります。 

 「アルコールアレルギー」、「アルコール過敏症」

は相当稀と言われていますが、アルコールに対するア

レルギーがあると、多くの場合、アルコール消毒によ

る刺激でも皮膚が赤く荒れてしまいます。 

また、もともとアトピー性皮膚炎や手湿疹を繰り返す

人では荒れやすいのでそれが悪化したという場合もあ

りますし、普段はならないのに新型コロナ以降の手指

消毒や頻回の手洗いで手荒れになったという方もいま

す。 

 アルコール消毒で皮膚が赤くなったり、かゆみが出

たりする場合は、アルコール消

毒は避け、石鹸での手洗いのみ

をしっかりとするだけでもよい

ですし、採血などの消毒でも使

われる「クロルヘキシジン」な

ど、アルコールを使わない消毒

剤を使うようにするのがよいで

しょう。 

●除菌スプレー・消毒による手荒れに・・・ 

 自分でできる対処法 

 まずは手荒れの原因になったと思われる消毒剤、除

菌剤を避けるようにしましょう。使い続けている限

り、手荒れを繰り返してしまいます。 

次に、治療です。軽いガサガサ程度であれば保湿剤で

も治療可能ですが、赤みやかゆみがある場合はステロ

イドの塗り薬が必要です。 

 ●手荒れで皮膚科受診を検討する目安と治療法 

 手荒れといっても赤みやかゆみだけでなく、腫れや

じゅくじゅくが見られる場合は皮膚科を受診しましょ

う。手荒れが悪化した場合、手荒れから感染を起こし

たことも考えられます。 

 市販のステロイドは処方薬のステロ

イド外用薬のランクとしては3番目の

もので、効果はそれほど高くありませ

ん。市販薬で手荒れが治らない場合は

皮膚科受診をおすすめします。 

 

●まずは日常的なケア・保湿を念入りに・・・ 

ひどい場合は適切な処置を 

 日常的な手のケアを普段より念入りにする努力が必

要です。まめに保湿を行うようにして、荒れて赤みや

かゆみが出た場合には市販のステロイドでの対処、も

しくは皮膚科受診を検討しましょう。 
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【材料】（2～3人分） 

みかん缶詰1缶・砂糖30g 

粉寒天1本(4g) 

【作り方】 

❶、みかんの缶詰の蓋を

ちょっと開けて鍋にシロッ

プだけ全部出す。みかん果

肉は水で濡らした保存容器

に入れる。 

新型コロナウイルス感染症対策として手洗いや消毒を念入りにすることが増えたことで、一般の方にも消毒に

よる手荒れが増えています。そこで、なぜ手荒れするのかと正しい対処法を考えてみましょう。 

プチレシピ「みかんの缶詰の寒天寄せ」 
みかんの缶詰で作る、寒天寄せです。簡単にできるので、料理のデ

ザートに、普段のおやつにもどうぞ。 

 

 

【俳句】 夏休み孫の宿題脳トレに                山梨県甲府市  坂田 様 

【短歌】 草むらに丈も色も同じ色の蟷螂そろりはよ帰りな     山梨県北杜市  大久保 様 

【川柳】 積善の家に余慶あり                  山梨県南都留郡 高村 様 

 

 

 

 下記のQRコードからLINEのお

友だちになると、ご来店時「1ドリ

ン ク 無 料 ク ー ポ ン」が も ら え ま

す！さらに、期間限定商品の紹介

や、お得なクー

ポンなど配信し

ているので、是

非この機会に、

お友だち登録を

してください♪ 

❷、❶の鍋に缶1杯分の水と砂糖、粉寒天

も鍋に入れて煮溶かす。沸騰したら1〜2

分火を弱めてそのまま煮る。 

❸、❶の保存容器に❷を入れて粗熱が取

れるまで置いて

お く。そ の ま ま

でも固まるりま

す が、冷 蔵 庫 で

冷やしてもOK。 

 

 

 トラットリアパキーノの 

公式LINEアカウント！ 


