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リサイクルではじめよう

　平成 25年度の１年間で、一般家庭から排出される「燃やせ

るごみ」は、町民１人あたり約 200㎏でした。地球温暖化の

原因となる二酸化炭素は、ごみを焼却することにより排出され

ます。特にプラスチックなど石油を原料として作られた製品は、

燃焼する際に多量の二酸化炭素を排出し、地球温暖化を進める

要因となっています。

　「ごみを減らすため」、特に「プラスチックごみ」を減らすた

めに、何ができるか考え地球温暖化をストップさせましょう。

１. 紙類、ペットボトルなど、
資源となるものは分別して町
や販売店による回収に出す。

リサイクル：再生利用
大掃除で省エネ対策、温暖化ストップ！

   １. 窓を清掃した後、断熱フィルムを貼る。

   ２. エアコンのフィルターを清掃する。

   ３. 室外機の周りを整理し、風通しを良くする。

   ４. 冷蔵庫の中を整理し、詰め込みすぎを防ぐ。

   ５. 照明器具のカサやカバーを掃除する。

   ６. 使い捨て掃除用品の使用・購入を避ける。

町では、衣類などの古布、使用済み小型家電の拠点回収を行っています。再利用・再生利用にご協力お願いします。

問合先／環境衛生課（979-8112）

地球温暖化ストップ！

１. 生ごみはよく水切りをして

から捨てる。

２. 使い捨て商品・容器の使用・

購入を避ける。

３. 詰め替え商品を利用する。

４. レジ袋をもらわず、マイバッ

クを利用する。

５. 不必要なものを買わない。

リデュース：発生抑制
（Reduce）

１. リターナブルびんなどの再使用可
能な容器を使った商品を購入する。

２. 修理して使えるものは直して長く
使う。

３. 中古品を利用する。
４. 不用品をバザーやフリーマーケッ

トに出したり、親戚・知人に譲る。
５. 古着を雑巾にするなど、不要になっ

たものでも他の目的で利用する。

リユース：再使用
（Reuse)

（Recycle)

あったか料理の部心も体も温まる

01

牧場のおざく
居酒屋ぽんぽこ
540 円

●郷土料理のおざくに味噌、
全脂粉乳を加えて、ミルク
仕立てにしました。

函南の郷土料理をアレンジ

date
間宮 327-16　　℡ 978-9096

お菓子の部おいしさ際立つ

date
塚本 584-3　℡ 979-2675

02

函南ミルク坦坦麺
㈱麺工房
１袋 100 円（麺のみ販売）

●坦坦麺用の多加水極太
　平打ち麺に全脂粉乳を練りこみ、
　コクと深みを増しました。

手もみ麺に練りこむ

03

緑茶パスタのわさびクリーム和え
㈱麺工房
１袋 150 円（麺のみ販売）

●緑茶のパスタに全脂粉乳を
　練りこみ、マイルドさを前面
　に出しました。

緑茶と全脂粉乳のコラボ

date
塚本 584-3　℡ 979-2675

04

函南トマトのミルキースープパスタ
㈱麺工房
１袋 150 円（麺のみ販売）

●パスタに函南産トマトと
　全脂粉乳を練り込み、酸味と
　うまみを閉じ込めました。

トマトと全脂粉乳のコラボ

date
塚本 584-3　℡ 979-2675

05

カルボラーメン
タイナンダイニング点心市場
1,200 円

●全脂粉乳を使用し、より
　クリーミーで濃厚に仕上げた
　カルボナーラ風のラーメンです。

よりクリーミーで濃厚に

date
伊豆の国市奈古谷 2212-361　℡ 944-1877（要事前連絡）

06

丹那ミルキーチキン
㈲サンラピス
1,800 円

●燻製風のローストチキン。
　全脂粉乳を使用し、ミルキー風味
　で楽しい一品に仕上げました。

ミルキーなローストチキン

date
大竹 55-1　　℡ 978-0637

07

函嶺（カレー）うどん
手打宏房　饂飩亭
未定

●うどんとカレールーに全脂
　粉乳を使用し、まろやかさ
　とうまみが増しました。

うどんに全脂粉乳を約 10％

date
仁田 463-2　　℡ 978-7372

08

函南産そばスイトン和風ミルキー仕立て
湯～トピアかんなみ
680 円

●野菜たっぷりのだし汁と
　そば粉のスイトンに全脂粉乳を
　使用し、まろやかさとコクが増しました。

そば粉のスイトンとマッチ

date
柏谷 259　　℡ 970-0001

01

塩バターサブレ
トラノコ洋菓子店
300 円（５個入）

●口どけの良いバターサブレに
　全脂粉乳を加え、甘みや香ばしさが
　増し、癖のない味に仕上がりました。

甘みや香ばしさがアップ

date
仁田 795-26　　℡ 948-9351

02

牛乳寒天飴（塩・ブルーベリー・みかん）

山卜食品㈱
324 円（約 17 個入）

●日本で初めて生乳を使ったミルク
　ジャム飴です。伊豆のフルーツと
　駿河湾海洋深層水塩を使用しています。

生乳を使ったミルクジャム飴

date
伊豆の国市吉田 563　℡ 0558-76-2524

03

白ぼたもち
山卜食品㈱
180 円（１個）

●牛乳と全脂粉乳で作った白ぼたもち。
　ミルキーな味わいで柔らかな食感が
　おいしさを引きたてます。

ミルキーな味わいのぼたもち

date
伊豆の国市吉田 563　　℡ 0558-76-2524

04

05

全脂粉乳ショコラ
田方農業高校
100 円（イベント時のみ販売）

●富士山型でショコラ生地の間に
　全脂粉乳のクリームをサンド。上にはチョコ

レートと全脂粉乳クリームをかけました。

冬の富士山をイメージ

date
塚本 961　　℡ 978-2265

06

マックスバリュ函南店
150 円

●全脂粉乳を使用したカップ
　ケーキと濃厚カスタードクリームがマッチ。
　子どもと一緒にデコレーションしましょう。

オリジナルケーキを作ろう

date
間宮 341　　℡ 978-5811

乳の粉でデコろう！カップケーキ

※販売品はデコレーションされていません。

07

ミルキー野菜チョコレート
㈲サンラピス
1,000 円

●ソフトクッキーの中に野菜の甘露漬の
　生地をサンドし、チョコレートを
　コーティング。野菜は冬瓜、梅などです。

野菜の生地をサンド

date
大竹 55-1　　℡ 978-0637

08

チョコキャラメル芋の乳の粉デザートパウダー掛け
陸茶坊
600 円

●チョコキャラメル芋と全脂
　粉乳のデザートパウダーが
　馴染んだ時の食感をお楽しみください。

芋と全脂粉乳のハーモニー

date
平井 614　　℡ 978-1021

09

みかん粉乳ソース掛け白玉団子生クリーム添え
陸茶坊
350 円

●団子のもちもち感とみかん粉乳の
　ソースの爽やかさがマッチ。
　生クリームをつけるとコクが増します。

全脂粉乳入り団子はもっちり

date
平井 614　　℡ 978-1021

揚げプリンの乳の粉デザートパウダー掛け
陸茶坊
300 円

●全脂粉乳の入ったプリンは、
　揚げるととろりとしてあっさりで、全脂粉乳ココ

ナッツパウダーが陳皮と共に味を引き立てます。

とろり、あっさりしたプリン

date
平井 614　　℡ 978-1021
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