２０１６年 ８月号／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

♪

ＯRANGE cafe
＾＾
－

２０１４

Vol．９

【誌面ギャラリー】松風草（マツカゼソウ）／風に揺られてやさしい姿に魅了

農園直営 旬感 ダイニング

ー アクリエ ー

“アクリエ”は
aqua（水）
create（創る）
ateler（アトリエ）
から生まれました

街ネタ

藍のまち

農園直営カフェ（イタリアン系＆ビ

★個室予約＆貸切パーティーもOK！
さまざまなシーンでご利⽤いただけます。

ストロ系）レストラン『アクリエ』が

北島 →

藍住町にオープンしました。

水耕栽培でサラダ野菜を生産販売し

■キリン堂

ている株式会社カネイファームの社長

セブンイレブン■

ゆめタウン
徳島

さんがオーナーです。水耕栽培で育つ

■藍住町⺠体育館
■藍住中学校
■藍住町⽴図書館

■ヤマダ電機

野菜の魅力をもっともっと多くの方に

藍住町役場■

アクリエ

感じていただきたい、そんな気持ちで

住所：板野郡藍住町奥野和⽥119‐1
営業：ランチ 11:30〜14:00
☆ご予算 1,200円〜（税別）
ディナー 18:00〜24:00
(L.O.23:15/ドリンク23:30）
定休：年中無休
電話：088‐678‐2253

浜病院■

← 藍住ＩＣ

ダイニングを手がけたそうです。

■稲次整形外科病院

オープンキッチンで腕をふるうシェ

↑鳴門

フのおもてなし料理は、どの料理を食

べても新鮮な野菜のハーモニーを楽し

むことができ、食材のひとつひとつに

ドラマがあるようでした。

ランチにデザートとドリンク付きで、

藍のハーブティーなどあります。♪

藍住町へお出かけの際は、是非『ア

クリエ』にお寄りくださいませ。

ダイキ■
丸⻲製麺■

14

Work Shop

阿波弁で

･
･
･

集団美を魅せながら優雅に、そしてし

ほんな「阿呆」で⾏きゃええがな！

万全の保安対策

皆さまのおかげをもちま

して、徳島県エルピーガス

協会の「ＬＰガス災害対策

推進表示制度」に基づく認

定基準を当社はクリアする

ことができ「ＬＰガス災害

対策優良販売店」のステッ

カーを交付していただきま

した。

平成２８年度
■■ ０ｋｇボンベ
５
当社の設置状況
チェーン２本掛け
９８％の達成
■■ガス放出防止型
高圧ホース
１００％の達成

り組んでいきます。

ただけるよう、これからも保安確保に取

皆さまが安心してＬＰガスをお使いい

売店」に認定される制度です。

置を達成したＬＰガス販売店が「優良販

放出防止型高圧ホース』９０％以上の設

ンベからガスメーターにつなげる『ガス

チェーン２本掛け』５０％以上、ガスボ

ないように固定させる『５０ｋｇボンベ

るもので、ご家庭のガスボンベが転倒し

これは、ＬＰガス災害対策の向上を図

■徳島県 ＬＰガス安全応援推進運動■

徳島で生まれた盆踊り

毎年大混雑の
『 阿波おどり 』
生きる力を継承する祭りですね。

演舞場の観客席から踊りを見たことは

２０年程前に踊ったことがあります。

政によって徳島城が落成した際、その

最初はすごい緊張感と恥ずかしさ、

何度もありますが、踊り子として入る

阿波おどりにかかせない存在の鳴り

でも踊り出した途端、演舞場の魔法に

祝賀⾏事として城下の人々が踊ったの

物は、三味線・鉦（かね）・しの笛・

かかったみたいに、とても楽しく自然

とは思いませんでした。せっかくの機

大太鼓・締太鼓・鼓が主です。街中に

に身体が動きました。踊り終えたとき

が始まりで約４００年の歴史がある日

鳴り物が響き、ぞめきのリズムに踊り

の興奮と爽快感は何ともいえません。

会なので思いきって踊ってみました。

子たちは身も心も弾みます。男踊りは、

「踊る阿呆にみる阿呆
同じ阿呆なら踊らにゃ損損」

力強くダイナミックに、時にはひょう

本の伝統芸能のひとつです。

天正十五（⼀五八七）年に蜂須賀家

⿃追い笠（編み笠）

ほな。

なやかに踊ります。子ども踊りは、小

きんにと比較的自由に踊り、女踊りは、

編み笠を細く仕上げ、おまけに笠の前方を
低く落とし、後ろを跳ね上げるため正面か
ら見ると、シャープにとがらせて高く、阿
波女の美を魅了する。

【三味線】阿波おどりとは切り
離せない三味線。⻭切れの良い
よしこの節の音色を聞けば、心
浮き⽴ち、踊りだしてしまう人
も多いはずです。
【鉦】阿波おどりに初めて使⽤
された楽器であろうといわれて
います。カランカランと鋭い音
は踊りのリズムをリードします。
【しの笛】唯⼀のメロディ楽器
である笛は、ぞめきの入り乱れ
る中から、心澄ます音を心地よ
く踊り子たちに響かせてくれま
す。
【大太鼓】ドンドーンと、腹の
底に響きわたるダイナミックな
音は、阿波おどりの躍動感や、
激しさをさらに盛りたててくれ
ます。
【締太鼓】甲高く、心浮き⽴つ
ような音を出す締太鼓。リズミ
カルに乾いた音で、踊り子たち
を弾ませます。
【鼓】張り扇でたたく太鼓と手
で叩く小鼓がある。
ポンポンと
いうあの
潤い満ちた
音を聞くと
心がときめ
きます。

学六年生以下で構成されます。

鳴り物の役割

エライヤッチャ ヨイヨイヨイヨイ
ヤットヤット ♪
エライヤッチャ
ヤットサー ア

日本の祭り
歴史・伝統・胸が高鳴る

県⺠の頭から離れない「掛け声」

♪ 踊る阿呆にみる阿呆 同じ阿呆なら踊らにゃ損 損

この「エライヤッチャ」には、「大変なことだが平気だぞ」。
「ヤットサー ア ヤットヤット」には、
「久しぶり、元気だった？」という意味が込められているそうです。

オレンジカフェ

お客様の声
ーご紹介ー

■リンナイのガス衣類乾
燥機「乾太くん」は５ｋ
ｇの洗濯物が約５２分で、
なんと電気式の約３分の
１とスピーディーに乾燥
できます。
■自動で便器のフタが本当に閉まる
かをトイレのドアの外で見張ってい
るお孫さんの姿を想像すると、可愛
らしくてほっこりしました。

■当選おめでとうございます。
茹でたての丹波産黒大豆（枝豆）の
珍しいものをいただき恐縮していま
す。生豆を食べたのは初めてです。
ありがとうございました。

■ありがとうございます。
これからも四国はもちろ
ん、四国以外のチケット
情報の発信にも力を入れ
て参ります。
こちらこそ、
よろしく
お願いします。
･
･
･

応募方法は裏面をご覧ください。

Ｍ･Ｙ 様

私は鳴門市内の小学生が学校の休日
などに鳴門市地域バスを無料で使⽤
できる「子どもホリデーフリーバス
パスポート」というおもしろいもの
があることを知らなかったので、そ
れが大発見でした！

「スナップ写真」 募集！

■新入社員です。私も“便器のフタを
閉めない派 ”でした。（笑）
先輩に指摘されオレンジカフェを読
んでからなるほど と納得！
そういえば、よく母に「ちゃんとフ
タ閉めな。運気が逃げるよ！」と注
意されていたような 、
今まで意識してなかったのですが、
そのあと気をつけるようになりまし
た。

誌面ギャラリー

ガス衣類乾燥機は雨の日や花粉の日
などには助かりますが、晴れた日は
やっぱり外干しですよね。
私もお天気の良い日に
干した太陽のにおいがする
お布団が大好きです 。

Ｋ･Ｏ 様

みんなでたのしもう

ガス料⾦など気になりま
すよね～、営業の者が直
接お伺いして詳しく説明
いたしますので、お気軽
に鳴門ガスまでご連絡く
ださい。

※デジタルデータの場合、CD・SDカード・USBメモリなどメディア
に入れ、応募⽤紙を添えてショールームまでお持ちください。

Ｊ･Ｉ 様

■Ｍ・Ｓさんは花粉症ないので
すね！私は毎年悩まされている
のですごく羨ましいです。
でも、花粉症は今までなかった
人も突然発症することもあると
聞くのでお気をつけください。

応募するときの注意点
■各項目必須
応募⽤紙を切り取り、スナップ写真（カラープリ
ントＬ判サイズ）を同封し、送付もしくはご連絡
ください。

Ｋ･Ｓ 様
小さい頃からお赤飯にごま砂糖
をかけて食べて育つ私たち、甘
いものには目がないですよね～
♪ ♪季節の和菓子など
紹介させていた
だきますね。

ありがとうございました。

Ｋ･Ｗ 様
状況が分かる簡単なコメントをご記入ください。

アンケートハガキにつきまして
ご協力賜り誠にありがとうござい
ます。読者の皆様の貴重なご意見
などをいただき重ねてお礼申し上
げます。

■毎回、楽しみにしていただいて大変嬉し
く思います。ご期待に応えられるよう努力
いたしますので、これからもご愛読いただ
ければと思います。プレゼント当たるとい
いですね！

■そのようにおっしゃっていただいて嬉し
い限りです。Ｔ・Ｓ様のおっしゃるように
健康・季節の風物詩などの掲載もチャレン
ジしていきたいと思います。貴重なご意見、
誠にありがとうございます！

Ｍ･Ｓ 様

Ａ･Ｙ 様
Ｔ･Ｓ 様

写真の説明

･
･
･

「オレンジカフェ」年６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

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

コブクロ

クリスハート

日時：１２／１７（土）５:00PM ･ １２／１８（日）4:00PM
会場：京セラドーム大阪
発売：１０/
発売：１０/２９(
２９(日)
料⾦：全指定席￥7,900

日時：１１／ 5（土）5:00PM
会場：鳴門市⽂化会館
料⾦：全席指定￥6,800

絢香

中村美津子

日時：１２／１７（土）･ １２／１８（日）5:00PM
会場：大阪城ホール
料⾦：全席指定￥7,500
発売：１０/
発売：１０/ １(土)

チケット情報は
ここからも
ご覧になれます

発売： ９/ ３(土)

30周年記念コンサート

日時：９／２６（⽉）①1:00PM ②5:00PM
会場：あわぎんホール
料⾦：S席￥7,020/A席￥4,320 発売：好評発売中

『お遍路さんどうぞ』

藤井フミヤ

ミュージカル

日時：１０／１６（日）4:00PM
会場：サンポートホール高松 大ホール
料⾦：全席指定￥8,300

日時：９／２４（土）・９／２５（日）2:00PM
会場：鳴門市⽂化会館
料⾦：前売⼀般￥4,000（高校生以下￥2,000） 発売：好評発売中

発売： ８/ ６(土)

真心ブラザーズ

SPITZ

日時：１１／ ５（土）5:00PM
会場：高松MONSTER
料⾦：前売⼀般￥5,500

日時：１１／ ８（火）6:30PM
会場：レクザムホール 大ホール（香川県）
発売： ９/ ３(土)
料⾦：全指定席￥6,500

発売： ８/ ６(土)

デビュー25周年! 8月より全国ツアー

（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

みんなでたのしもう

誌面ギャラリー
「スナップ写真」応募用紙

オレンジカフェ

誌面ギャラリー

「スナップ写真」募集！
読者の皆さんから、自然豊かな
風景や思い出のポイント写真を
募集します。

応募方法
■テーマ
■内容

自由（ただし徳島県内でご本人が撮影したもの）
画題、撮影時期、場所、氏名、ユーザーネーム、
撮影者の住所、電話番号(連絡先)、
状況が分かる簡単なコメント(各項目必須)を
記入した※応募用紙と※カラープリント Ｌ判サイズ
をご準備ください
■締め切り ２０１６年１０⽉２０日
■注意
人物が対象の作品では、撮影・応募の了承を必ず
得るようにしてください。撮影禁止、制限のある
場所での撮影は⾏わないでください
■送り先
〒772‐0003
鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２１
鳴門ガス株式会社 オレンジカフェ
「誌面ギャラリー」係 へ
もしくは、ご連絡いただければご自宅に伺います
（連絡先）TEL.088‐685‐0195
■掲載
２０１６年１２⽉号〜予定
※但し、「誌面ギャラリー」の他、
応募が多い場合、当社ショールームに展示させていただきます。
※掲載や展示する作品にユーザーネームで公開します。

オレンジカフェ

次回は１０月発⾏予定です！

撮影時期
撮影場所
裏面記入欄に状況が分かる簡単な
コメントをお願いします。

写真の説明
キリトリ線

思い出の瞬間、何げない日常の風景。
撮影した自慢の１枚をお寄せください。
撮影技術は問いません。

画 題

写真の返却
（○で囲んでください）

希望する

希望しない

ふりがな

氏 名
ユーザーネーム
（掲載時のお名前）

住 所
連絡先

自宅
携帯
※募集により得た個人情報は本企画の運営のみ使⽤します。

■送り先・問い合わせ先
〒772‐0003
鳴門市撫養町南浜字東浜２４－２１
鳴門ガス株式会社
オレンジカフェ「誌面ギャラリー」係
問い合わせ／連絡先 鳴門ガス株式会社 TEL.088‐685‐0195
※ご連絡いただければご自宅に伺います

