２０１５年 秋号／地域生活情報誌 [鳴門ガス]

いつもあなたの暮らしのそばに

＾＾
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街ネタ

ここの﹁ひら天﹂は分厚い

ひら天・ごぼう天・鳴⾨巻き
⽵ちっか・とりいれ
板付き︵昔ながらの寿⽂字⼊り︶他

伝統の味を受け継ぐ⼥性

Work Shop

⻄ ⼭ 蒲 鉾

店の奥の作業場から、明るくとても若い⼥性が出迎

えてくれます。その⼥性は三代⽬店主、⻄⼭あかりさ

んです。あかりさんは、三年前から⻄⼭蒲鉾の三代⽬

として仕事と育児に奮闘する﹃職⼈ママ﹄です。

作業するあかりさんのそばには創業者のおばあちゃ

ん︵⻄⼭泰⼦さん︶がそっと⾒守っていらっしゃいま

した。お⽗さんが三年前に体調を崩したのがきっかけ

で、﹃⻄⼭蒲鉾﹄を引き継ぐ覚悟ができたそうです。

お⽗さんから教わった技や知恵を⼤切にし、伝統を

⽮倉団地

ローソン●

Vol．５
２０１４

ＯRANGE cafe

まずはそのままの味をお楽しみ
ください。しこしこっとした⻭
ごたえがあります。温めなおす
と独特の⾷感になって美味しい
です♪

︵淡路街道︶

⼤津橋

●理容店

NISHIYAMA

︶

⻄⼭蒲鉾

■

●ミリオン

三菱⾃動⾞●

住所：鳴⾨市⼤津町
⽮倉字五ﾉ越
56-8
営業：9:00am〜
売切れ次第終了
電話：088-686-3036

阿波おどり空港↓

⽣かした練りものづくりに励んでいます。

うどん店や鳴⾨市・板野郡内の
学校給⾷にも使われます。納品
先の調理⽤途に合わせて、あか
りさんの⼿の感触で微調整をし
ています。

タイミングが良ければ、アツアツを⾷べることができます。
ごく少量でもお気軽にお⽴ち寄りください。

三代⽬、あかりさん
今⽇も⼼を込めて
かまぼこづくり

鳴⾨市街 ↑

︵淡
路街
道

トヨペット●

♪

【誌⾯ギャラリー】かけがえのない⾃然／⻩⾦の鳴⾨ウチノ海

いざというとき
あわてないために

平成⼆⼗七年五⽉⼆⼗九⽇、⿅
児島県の⼝永良部島︵くちのえら
ぶじま︶で⽕⼭が噴⽕し、全島⺠
が島外へ⾮難する事態となりまし
た。また翌⽇の五⽉三⼗⽇、⼩笠

地域の防災訓練に

鳴⾨市防災訓練や

連絡⽅法

避難場所

⽇ごろから

四国は噴⽕の⼼配をするような

に参加することも⼤事だと改めて

とりが⽇頃から考えた上で、訓練

することができましたが、⼀⼈ひ

とっさの⾏動ができるか再確認を

話し合うことが

地域の⼈ などと

家族や

決めておこう！

家族でしっかり

災害時の⾏動を

参加してみよう！

今年の三⽉⼗⼀⽇⼗四時五⼗分、

鳴⾨市沿岸に⼤津波警報を発表し、
鳴⾨市全域に避難指⽰を発令、直
ちに⾼台などへ避難との内容の訓
練が⾏なわれました。
当社では社内において、社員が
訓練開始の合図を受け⾃分の机の
下にもぐって体を守りました。
あらかじめ考えておいた⾏動は、
ヘルメットをかぶって屋上へと安

⽕⼭はないのですが、南海トラフ

思いました。命を守る⾏動ができ

全な場所に移動することでした。

地震はいつ起きても不思議ではな

るように、これからも避難訓練に

原諸島が震源地の震度５強の地震

い状況であり、⾃然災害リスクの

災害が起きたときの、とっさの

備えること、それには、﹁物﹂の

いざというときの役に⽴ちます。

に備えて、﹁⽇頃からの備え﹂が

ることは限られています。万が⼀

それからはじめて⾏動してもでき

も１２００⼈余りが孤⽴し、⼤規

囲で発⽣しました。昨冬の⼤雪で

で倒⽊が原因となった停電が広範

に⾒舞われ、県⻄部各地では強⾵

⼤⾬の影響で⼆年連続の浸⽔被害

台⾵により、阿南市と那賀町が

かがでしょうか。

近所の⽅々と話し合ってみてはい

ときの⾏動について、ご家族やご

でいられるよう、あらかじめその

と離れているときでも全員が無事

場所に置くことが重要です。家族

⼦供でも、まず⾃分の⾝を安全な

判断は難しいものです。⼤⼈でも、

ほかに、﹁ 知識﹂や﹁意識﹂を持

模な停電が発⽣しております。

が発⽣しました。

⼤雪、⽇本は ﹁ ⾃然災害﹂が多い
,

⼤切です！

国です。

参加したいと思います。

つことも⼤切です。

いざ、⾃然災害が発⽣したとき、

増加が強まっています。

台⾵、⼤⾬、地震、津波、⽕⼭、

﹃ そなえ ﹄

⽇ごろの

みんなに伝えたい防災

困ったときこそ
あったかいもの
もし停電が起きたら、いざと
いうとき、ポットや電⼦レンジ
。

液晶の表⽰パネル／レンジフー
ド連動機能など︶のガスコンロ
も﹁ 停電時対応電池﹂を備え付
けています。
温かいものを⼝にするだけで
も全然違います。
︵ＩＨクッキングヒーターは、停電中
に使⽤することはできません。︶

･
･
･
新しいガスコンロは、

が使えないなんてことに
ガスコンロならお湯を沸かすこ
お⼦様でもご年配の⽅でも
安⼼して使えるように、

全てのバーナーに
いろいろな安全機能を

とができます。
ガスコンロは、﹁乾電池﹂に
よる着⽕⽅式なので停電しても
備え付けています。
﹁ ついうっかり﹂も
⾒逃さず消⽕します。

備蓄
蓄
循循
環環備

とは、⾮常⽤に備蓄して

いる⽔や⾷料品がいざという時に賞味

期限切れを起こさないように、普段か

ら定期的に使いながら、なくなった分

を補充していくという備蓄⽅法です。

ご家庭では、飲料⽔やお⽶、乾麺、

ます。⾷べながら補充するので賞味期

消費した分を新たに買い⾜すようにし

多めに﹁買い置き﹂をし、そのあと、

⼊している保存性の⾼い⾷料品を少し

していらっしゃると思います。通常購

を⾷べながら備蓄しましょう。

いものに癒やされます。多様な保存⾷

維があります。⽔分補給もできるし⽢

⽸詰は、ビタミン、ミネラル、植物繊

ます。例えば、野菜ジュースや果物の

⾷品の種類は偏らないように⼯夫し

乾物、レトルト、⽸詰などをストック

限が切れてしまう⼼配もありません。

応募⽅法は裏⾯をご覧ください。

使えます。電源１００Ｖの接続

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

タイプ︵⾳声ガイダンス機能／

ご意⾒・ご感想等ご記⼊ください。

■防災⽡
防災⽡というのは、⽡の切
り込み部にツメを設けること

●ご愛読いただき、厚く御礼申し上げます。
また、貴重なご意⾒・ご感想をいただき誠にありがとうございます。

万⼀に役⽴つ
■ＬＰガス発電機

によって⽡どうしが強く組み
合わせられて、防災性︵耐震
性・耐⾵性︶を⾼めた⽡です。
ツメの部分が噛み合うことで
⽡の浮き上がりやズレを抑え
ます。

冬５
Vol．
２０１５年 秋号

東北の震災以来、
いざという時のた
めに、災害に強い
﹁ ＬＰガス﹂の発
電機を設置する公
共施設が増えています。
ご家庭でもＬＰガスのボン
ベから専⽤のガスコード収納
ＢＯＸを設置すれば、そのま
まＬＰガスを燃料に⾃家発電
ができます。灯りや情報の取
得ができれば安⼼ですね。

とってもコンパクトで
⼥性でも⼿軽に持ち運
びができます。

スマートストック

循環備蓄 ちょっとした⼯夫
「オレンジカフェ」地域⽣活情報誌ではお客様のご意⾒
をもとに、よりよい誌⾯づくりを⽬指しています。
読者アンケートのご協⼒をお願いいたします！

ガスコンロは、
停電時にも⼤活躍

オレンジカフェ

「オレンジカフェ」年4回 編集・発行■鳴門ガス（株） 〒772-0003 鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２１ TEL 088-685-0195(代)

チケットパル情報
《お問い合わせ》チケットパル TEL．０８８-６８４-０８４１

チケット情報は
ここからも
ご覧になれます

鳴⾨市撫養町南浜字東浜24-21 鳴⾨ガスショールーム１F〈鳴⾨⽂化会館⻄隣〉
■営業時間〈平⽇〉10:00AM 〜7:00PM〈⽇・祝⽇〉10:00AM〜5:00PM

ゆず

なるとＤeシネマ 第25回上映会

⽇時：１２／２０（⽇）５:00PM
会場：広島グリーンアリーナ
料⾦：指定席￥7,700
ステージサイド席￥7,500

“くちびるに歌を”
⽇時：

発売： ９/２７(⽇)

2:00/6:00PM
会場：鳴⾨市⽂化会館
料⾦：￥900
発売：好評発売中

椎名林檎
⽇時：
１２／１７（⽊）・ １２／１８（⾦）7:00PM
発売：好評発売中
会場：神⼾国際会館こくさいホール
発売： ９/２６(⼟)
料⾦：全席指定￥8,640

BIGBANG

絢香
⽇時：１２／１９（⼟）・１２／２０（⽇）5:00PM
会場：⼤阪城ホール
料⾦：全指定席￥6,800
発売：１０/ ３(⼟)

WOLD TOUR 2015~2016

⽇時：１１／２０(⾦）7:00PM ・１１／２１(⼟）5:00PM

１１／２２(⽇）3:00PM

⽇時 ’16
’16

サカナクション

１／９(⼟）5:00PM ・’16 １／１０(⽇）5:00PM
１／１１(⽉･祝）3:00PM

会場：京セラドーム⼤阪
料⾦：全指定席￥9,800

９／２２（⽕･祝）

⽇時： １２／６（⽇）6:00PM
会場：サンポートホール⾼松 ⼤ホール
料⾦：全席指定￥6,500

発売： １０/ ３(⼟)

発売：１０/ ４(⽇）

（注）ここに掲載の情報は急遽発売⽅法が変更になることもありますので発売⽇の前⽇にお問い合わせ下さい。公演によっては、先頭にお並び頂いてもお買い求めになれない場合がございます。
＊未就学児のご⼊場は、お断りさせて頂きます。＊表⽰価格はすべて税込価格です。

キリトリ線（ファックスの場合もハガキを切り取ってご利⽤ください）

オレンジカフェ クイズ
【問題】いざというときに役⽴つ、災害に強いエネ
ルギーがあります。それは何でしょうか？
【ヒント】発電機の燃料にもなります。
本誌「万⼀に役⽴つ」欄に掲載しています♪
（右記のハガキに解答欄があります）

保存⽸ １⽸
（１⽸２⾷⼊り）

内容■めん・スープ×２⾷
■かやく×２袋
■その他
紙カップ２個
折りたたみフォーク２本
脱酸素剤

発

表

賞味期限を通常の５〜６ヶ⽉から３年に延ばし
た⽸⼊りです。⽬の届くところに置いておくの
がポイントです！

厳正なる抽選のうえ、当選発表は当選者様への
ご連絡をもってかえさせていただきます。
賞品は鳴⾨ガスショールームにてお渡しいたします。
（ご連絡は２０１５年１０⽉下旬頃予定）

オレンジカフェ

冬号は１２⽉発⾏予定です！

鳴⾨ガス株式会社

（ファックス）０８８－６８５－８５１６

お

名

前

性別

⾷糧備蓄に即席麺
チキンラーメン

鳴⾨市撫養町南浜字東浜24-21

プレゼント付クイズ＆読者アンケート
「オレンジカフェ」係 ⾏

キリトリ線︵ ファックスの場合もハガキを切り取ってご利⽤ください︶

クイズ＆読者アンケート
にご協力いただいた方の
中から抽選で ５名様 に
プレゼント！

７７２ ０００３

恐れ⼊りま
すが、52円
切⼿を貼っ
てご投函く
ださい。

（フリガナ）

１．男
２．⼥

⽣年⽉⽇

昭和・平成

ご

所

〒

お電話番号

（

住

年

⽉

⽇

－

）

－

※上記の個⼈情報につきましては、プレゼントの抽選及びご連絡以外には使⽤いたしません。

オレンジカフェ クイズ
解答欄の正しい⽅を○で囲んでください。
正解者の中から左記を抽選でプレゼント！

解答欄
読者アンケート

１．ＬＰガス

２．電気

該当する番号にレ印をつけてください。

「オレンジカフェ」でおもしろい
と思った記事をお選びください。
□1．街ネタ □2．循環備蓄
□3．みんなに伝えたい防災
□4．クイズ □5．その他

ご意⾒・ご感想、お気付きの点が
あればお聞かせください。
裏⾯にご記⼊をお願い致します。

応募締切
2015年10⽉10⽇消印有効

