
６６６６月月月月 予定表予定表予定表予定表

4444
・・・・木木木木のひげののひげののひげののひげの
・・・・天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン

5555
・・・・千葉千葉千葉千葉さんさんさんさん有精卵有精卵有精卵有精卵
・・・・創健社創健社創健社創健社おせちおせちおせちおせち〆〆〆〆
切日切日切日切日

6666

休休休休

＊＊＊＊

休休休休

休休休休

　　　　風薫るさわやかな季節ですが、これからますます日射しが強くなっ
てきます。日本では考えられませんが、皮膚がんの発生率の高さが
深刻化しているオーストラリアでは、幼稚園の屋外のジャングルジム
に屋根をつけるなど、紫外線対策が施されているそうです。紫外線
については、日本ではまだまだ関心が薄いのが現状です。
　紫外線量が一番多いのは７～８月頃ですが、６月頃梅雨の間の快
晴も日射しは大変強くなります。時間的には午前１０時から午後２時
頃が特に多く、季節の違いもあり、夏の朝８時３０分頃の紫外線は冬
の真昼の紫外線量とほぼ同じです。
　帽子、日傘、手袋、サングラスやサンスクリーン剤で、しっかり防ぎ
ましょう。紫外線に当たると一時的に免疫力が低下すると言われて
いますが、サンスクリーン剤には日焼け防止だけでなく、紫外線によ
る免疫力の低下を防ぐ働きもあります。

　サンスクリーン剤には、「ＳＰＦ」とか「ＰＡ」と書かれています。
　ＳＰＦ値は紫外線Ｂをどれくらい皮膚から遮断するかを表していま
す。例えばＳＰＦ５とは、サンスクリーン剤を使わない時よりも、５倍の
紫外線Ｂを浴びた時点で、はじめて皮膚が赤くなりサンバーン（赤く
炎症を起こしている状態）を起こすことを示しています。
　そして、紫外線Ａの防御効果を表すのがＰＡで、３段階で示します。
　　　　ＰＡ＋       ＝ 効果がある
　　　　ＰＡ＋＋    ＝ かなり効果がある
　　　　ＰＡ＋＋＋ ＝ 非常に効果がある

　紫外線Ｂは、紫外線の数％ですが、皮膚に強い刺激を与えます。
紫外線Ａは、紫外線の９０～９５％と多く、真皮の深くまで透過します
し、活性酸素を作る力も強く、肌の老化を早めます。サンスクリーン
剤は、紫外線Ａ・紫外線Ｂのどちらも防ぐ必要があります。

10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale 10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale

２１２１２１２１
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝のののの
　　　　天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

2222

９９９９

１６１６１６１６

２３２３２３２３

１３１３１３１３
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・よつよつよつよつ葉乳業葉乳業葉乳業葉乳業
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
・・・・みれっとみれっとみれっとみれっとファームファームファームファーム

２０２０２０２０
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

１４１４１４１４
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝のののの
　　　　天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

２８２８２８２８
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝のののの
　　　　天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

１５１５１５１５

通常営業通常営業通常営業通常営業

２２２２２２２２

通常営業通常営業通常営業通常営業

２９２９２９２９

１０１０１０１０
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

1111７７７７
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・ヨナタンヨナタンヨナタンヨナタンのののの
 天然酵母 天然酵母 天然酵母 天然酵母パンパンパンパン
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

２４２４２４２４
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・木木木木のひげののひげののひげののひげの
 天然酵母 天然酵母 天然酵母 天然酵母パンパンパンパン
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

１１１１１１１１
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・木木木木のひげののひげののひげののひげの
  天然酵母  天然酵母  天然酵母  天然酵母パンパンパンパン

1111８８８８
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

２５２５２５２５
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

水水水水

１２１２１２１２
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル産産産産
  有機  有機  有機  有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・メルカウーノメルカウーノメルカウーノメルカウーノのののの

  全国  全国  全国  全国のののの野菜野菜野菜野菜

１９１９１９１９
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・ｴｸｱﾄｴｸｱﾄｴｸｱﾄｴｸｱﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ産有機産有機産有機産有機ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅ
・・・・加藤農園加藤農園加藤農園加藤農園のののの発芽玄米発芽玄米発芽玄米発芽玄米
　　　　パンパンパンパン
・・・・ﾒﾙｶｳｰﾉﾒﾙｶｳｰﾉﾒﾙｶｳｰﾉﾒﾙｶｳｰﾉのののの全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜

２６２６２６２６
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル産産産産
  有機  有機  有機  有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・メルカウーノメルカウーノメルカウーノメルカウーノのののの
  全国  全国  全国  全国のののの野菜野菜野菜野菜

木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

休休休休

３０３０３０３０

１１１１／／／／８８８８

通常営業通常営業通常営業通常営業

６６６６
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・よつよつよつよつ葉乳業葉乳業葉乳業葉乳業
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
・・・・ミントミントミントミントのののの家家家家ののののパンパンパンパン

７７７７
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝のののの
　　　　天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

休休休休

休休休休

休休休休

５５５５
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル産産産産
  有機  有機  有機  有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・メルカウーノメルカウーノメルカウーノメルカウーノのののの
　　　　全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜

４４４４
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

２７２７２７２７
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
・・・・無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・よつよつよつよつ葉乳業葉乳業葉乳業葉乳業
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale 10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale 10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale

〒433-8112
浜松市北区初生町379-4
phone/fax  053-436-2313
http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/

オーガニックハウスオーガニックハウスオーガニックハウスオーガニックハウス

　　　　また、サンスクリーン剤には「紫外線吸収剤配合」や「散乱剤配合」
という表示がされています。
　吸収剤配合というのは、肌に塗った吸収剤の成分が紫外線をいっ
たん吸収し、それを熱エネルギーに変えて放出する、光化学的な反
応を利用したものです。吸収剤の入ったものはベタつきやすく、人に
よってはかぶれを起こしたりするのが難点です。
　散乱剤配合というのは、紫外線をはねかえしてしまう物理的な反応
を利用したものです。肌が敏感な人には散乱剤を主な成分としたも
のがおすすめです。散乱剤は紫外線を吸収しないので、化学反応も
生物反応も起こさず安心です。

　ＳＰＦ値が低いもの・高いもの、耐水性のあるもの（ウォータープ
ルーフ）・ないもの、クリーム状のもの・液状のもの、といろいろなサン
スクリーン剤がありますが、自分の肌に合ったものを選ぶようにしま
しょう。　肌にやさしく、使い心地がいいことも大切です。

・サンプロテクタークリーム　　ＳＰＦ１５　ＰＡ＋＋
　３０ｇ　　２，９４０円
　　微粒子チタンの乱反射による天然型ＵＶカットで、ケミカルな
　　紫外線吸収剤は使用していません。天然水と椿油配合で
　　のびがよく、すっとお肌になじみます。ウォータープルーフ
　　タイプで水や汗にぬれても落ちません。

・サンブロックＡＢ　　ＳＰＦ２５　ＰＡ＋
　６０ｇ　　３，４６５円
　　ノンオイル、無着色、無香料でサッパリとしたジェル状です。
　　水で洗い流すだけで落ちます。散乱剤のチタン配合で肌に
　　よくなじみ、皮膚の弱い方にはやさしい日焼け止めです。
　　のびがよく、汗をかかない季節のメーキャップベースとして
　　最適です。

★★★★サンスクリーンサンスクリーンサンスクリーンサンスクリーン剤剤剤剤（（（（日焼日焼日焼日焼けけけけ止止止止めめめめクリームクリームクリームクリーム））））についてについてについてについて

２２２２

月月月月
３３３３
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・ヨナタンヨナタンヨナタンヨナタンのののの
 天然酵母 天然酵母 天然酵母 天然酵母パンパンパンパン
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

火火火火

然酵母然酵母然酵母然酵母パンパンパンパン
・・・・千葉千葉千葉千葉さんさんさんさん有精卵有精卵有精卵有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

★★★★あさのはあさのはあさのはあさのは屋屋屋屋はおかげさまではおかげさまではおかげさまではおかげさまで３３３３周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。ひとえにひとえにひとえにひとえに皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご愛顧愛顧愛顧愛顧のののの賜物賜物賜物賜物とととと心心心心よりよりよりより感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます★★★★

休休休休

　　　　福引会福引会福引会福引会 　　　　福引会福引会福引会福引会 　　　　福引会福引会福引会福引会　　　　福引会福引会福引会福引会 　　　　福引会福引会福引会福引会

♪♪♪♪３３３３周年福引会周年福引会周年福引会周年福引会をををを６６６６／／／／１７１７１７１７（（（（火火火火）～）～）～）～２２２２２２２２（（（（日日日日））））までまでまでまで行行行行いますいますいますいます。。。。ポイントカードポイントカードポイントカードポイントカードごごごご登録登録登録登録のののの方方方方にににに３３３３周年周年周年周年ののののハガキハガキハガキハガキをおをおをおをお送送送送りりりり
　 　 　 　 させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。そのそのそのそのハガキハガキハガキハガキがががが福引券福引券福引券福引券になりますになりますになりますになります。。。。何何何何がががが当当当当たるかたるかたるかたるか、、、、おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！！！！！
♪♪♪♪““““みんなでみんなでみんなでみんなで梅仕事梅仕事梅仕事梅仕事のののの会会会会””””はははは、、、、ごごごご希望希望希望希望がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら６６６６／／／／８８８８（（（（日日日日））））頃行頃行頃行頃行いますいますいますいます。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、店頭店頭店頭店頭のののの貼貼貼貼りりりり紙紙紙紙をごをごをごをご覧覧覧覧のののの上上上上、、、、
   スタッフ   スタッフ   スタッフ   スタッフまでおまでおまでおまでお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。
♪♪♪♪火曜日火曜日火曜日火曜日・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日のののの野菜野菜野菜野菜がそろうのはがそろうのはがそろうのはがそろうのは午後午後午後午後１１１１時頃時頃時頃時頃になりますになりますになりますになります。。。。ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。
♪♪♪♪野菜野菜野菜野菜・・・・豆腐豆腐豆腐豆腐・・・・パンパンパンパン・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの等等等等、、、、ごごごご予約予約予約予約をををを承承承承っていますっていますっていますっています。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはスタッフスタッフスタッフスタッフまでおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

　　　　福引会福引会福引会福引会


