２０１７年２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
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個性が光るパン工房のお店
ー2016年12月オープンー

会話も楽しんで頂いて、

しい元気な店主さんです。

気さくに教えてくれる優

存知でしたか？ 迷えば

の二種類があります。この二つの違いをご

しまうほどに、定番の食パンも山型と角型

９時開店には多くの種類があって迷って

のカウンター席を設けています。

チンを置いたり、一息つける無料コーヒー

ようなフラットな入り口で、ままごとキッ

きたいとベービーカーも一緒に入りやすい

子育てママさん達にも気軽に寄っていただ

て、出店の夢もどんどん膨らんだそうです。

門ウチノ海新鮮市など露店で販売したりし

最初はママ友さんに食べてもらったり、鳴

主さんです。パン作りを本格的に修業し、

もの頃からの夢が叶った子育て中のママ店

場です。「 パン屋さんになりたい」と子ど

鳴門にベーグルがメインのパン屋さん登

女性店主の手づくりベーグルで人気を集める！
自分好みのパンにきっと出会いますよ。

パンづくりが、
たのしくて
たのしくて。

街ネタ
bakery nook

お好みのパンを見つけて

★★

ふく利鳴門■

餃子の王将■

岡ビル

あんきなこクリームチーズ
ベーグル

本四架橋・高松方面→

←徳島方面

国道28号線

住所：鳴門市撫養町小桑島字前組132 岡ビル１F
営業：9:00〜16:30
定休：月曜日・火曜日
電話：０８８（６８５）６７８８

bakery nook

鳴門駅

JR鳴門線

Work Shop

欲しいと思います。

ベーグルはお昼前には売り切れてしまう
こともあるそうです。

ぬーく

べーかりー

Vol．12
２０１４

ＯRANGE cafe

【誌面ギャラリー】満開の桜のような銀⾊の樹氷が⻘空に映える 剣山系（雲早山 1,496m）

グリル活用の

で魚を美味しく焼けるし、お肉や野菜
など幅広く調理ができます。グリル庫
内に油が飛び散ることもなく、ニオイ
も煙も大幅にカットでき、面倒な掃除
も簡単に、後始末もラクに洗えるよう

・余分な脂を落とす！
・油を使わず、焼き上げる！
・フタの利用で
蒸し物ができる！
・煮物が煮崩れせずに
早く仕上がる！

を今でも覚えています。

が七輪で焼くととても美味しかったの

七輪で焼いていました。小さな魚です

海で釣ってきたベラやアジなどをよく

私が幼い頃、魚好きの祖父がウチノ

るために現物を見た上で好みの機種を

自分に合う最適なガスコンロを見つけ

う使い方ができるガスコンロなので、

ぞれに特⾊があります。今までとは違

の３社です。グリルパンには各社それ

ナイ、ノーリツ（ハーマン）、パロマ

当社の取り扱うガスコンロは、リン

そんなとき、準備や調理などラクに

うな味に飽きてしまいます。

お惣菜なのですが、続きますと似たよ

います。豪華に美味しく作られている

らないときにお惣菜のお世話になって

り、疲れていてモチベーションが上が

忙しくてお料理を作る時間が無かった

菜を見かけるようになりました。私も

藍⾊

ふた付
浅型／波型

深型

発見！

お住まいの『顔』に

―

リフォーム営業部 ―

テリア（ 外構）のご相談を承っております。

あります。玄関まわりの演出を効かせたエクス

形にとらわれず様々な『郵便受けポスト』が

す。

りの雰囲気を上手くつくり出していま

大変身のＬＰガスボンベが、玄関まわ

して作られたものでした。

ンベの耐用年数の切れた廃棄品を加工

愛らしいポストは、なんとＬＰガスボ

便受けポスト』に目を止めました。

いてあるオリジナル感たっぷりの『郵

お客様宅に訪問した時、玄関先に置

受けポスト』はどんなものですか？

われます。皆さんのお住まいの『 郵便

便物を今か今かと待つことも多いと思

多くなってきています。それでも、郵

現代では、インターネットでの発表が

ラサク」が届けられていました。

昔、合格通知の速報は電報で「 サク

本格的な受験シーズン到来ですね。

毎日、郵便物や新聞を取りに⾏く
のが楽しみになりますよね！

レシピが

非常に

祖父の影響で、我が家では毎日必ず

選んでいただくことを望んでいます。

できるお鍋（土鍋料理）に助けられま

最近、スーパーなどたくさんのお惣

晩ご飯に魚料理が一品並び、特に秋か

ご購入の際には、当社ショールームを

に工夫されています。

ら冬にかけて脂がのっている焼き魚が

て簡単にできる美味しい料理を、その

す。お鍋のように、グリルパンを使っ

リッと焼き上がり旨味を閉じ込めてい

ご利用ください。

多くなってます。

グリル料理

まま食卓にど～んと出したいです。

グラタン

る焼きたての魚に、スダチと醤油をか
けてひとくち食べると、「ほんま、徳
島に⽣まれてよかったわ～！」と思わ
ず声に出したくなるほどの美味しさに

トーストとウインナー他
鮭のチーズ焼き

感謝して食べています。

さんまの塩焼き
水なしカレー

私が使っているガスコンロは一昔前の
型で、網焼きグリルに魚を直接置いて
焼いているので焼き終わったあとに洗
うのが正直面倒でたまりません。お客
･
･
･
」

様からも「 美味しい焼き魚が食べたい
けど網焼きグリルの掃除が面倒で
と率直なご意見をいただきます。

浅型

二日三日続くこともあります。皮がパ

ココット・ダッチオーブン
深型キャセロール
丸形Ｓダッチオーブン

波型プレート
波型

プレートパン
おしゃれな和の⾊
ラ・クック■■■■■

リンナイ
ノーリツ
（ハーマン）
パロマ

ひき肉とナスのペンネ

パエリア

ばっちり、
うまい
最近は、プレートなどのグリルパン

各メーカーのグリルパン

グリルパン
七輪＝ガスコンロ

オレンジカフェ

生活の質が高まる中、
ヒートショックの危険性
ガスの暖房器具に注目を
『 ガスの浴室暖房』は温水式です。
電気に比べて、温風は頭から足元まで
温度ムラが少なく、しかも運転の立ち
上がりも早く、風呂場全体に⾏き渡り
ます。湯はりの際に、運転ボタンを入
れておけば風呂場は暖かいです。
暖めるパワーと時間は、やっぱりガス
の方が優れています。

詳しいことは、
営業担当者がご説明いたします。
お気軽にお申しつけください。

ホースガス栓用の ガス栓カバーを装着

← ガス栓カバー

← 結束バンド

うっかりミスを確実に防ぎます。
ガス栓カバーの必要な方は、
是非お問い合わせください。

住宅豆知識

ヒートショックとは、暖かい場所と

ヒートショックの恐怖

入浴にはご用心！
寒い冬の夜こそ、お風呂でぽか
ぽか温まりたいものです。寒くて
寒い場所の急激な温度の変化で血圧の
変動が激しくなり、脳や⼼臓にダメー

冬場のお風呂で怖い、
ヒートショック現象

ジを受けることです。ヒートショック
を起こす割合が
多いのは「入浴
中」です。
急激な温度差に
よって身体に大
きな負担がかか

「ガス栓カバー」は、使用していな

いホースガス栓用につける開放防止カ

バーです。器具が接続されていないガ

ス栓のつまみを誤って開けてしまうこ

とがないよう、ガス栓カバーをかぶせ、

結束バンドで締めつけて、『誤開放』

防止のために取り付けます。

ガス栓キャップ

なかなか眠れない冬は、眠る前に
温かいお風呂に入るのが気持ちい
いですよね。
家の中では、居間だけ暖房が効
いていて、暖房のない玄関ホール
や風呂場、脱衣・洗面所、トイレ
などに移動する場合、肌で感じる

応募方法は裏面をご覧ください。

ガス栓カバー

使用中

使用して
いない

ホースガス栓

まちがい！

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

り、救急車で搬

ご意見・ご感想等ご記入ください。

ほどの温度差があります。

●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。

送という事態を
「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！

特にお風呂は服を脱いだときや、
招いてしまうの
です。

ヒートショックの原因
■寒い風呂場や脱衣所
■一番風呂が多い
■熱い湯船に入る
■食後すぐや飲酒をしたとき

ヒートショック対策
風呂場と脱衣所の温度差です。 温度差

冬
12
Vol．
２０１７年 ２月号

お風呂に浸かる前がとにかく寒い
です。

安全な入浴習慣を
■入浴前にコップ１杯の水分を摂る
■ ４１度以下の低めのお湯に設定
■食後１時間は入浴しない

■湯船に入る前にかけ湯をする

により起きてしまうヒートショックを

入浴をする際に注意してほしいのが、

■半身浴をする

防ぐために、『 浴室暖房』などの暖房

めることをおススメします。

器具を使って風呂場や脱衣所をあたた

■シャワーは座って浴びる

■飲酒後の入浴は控える

ガスの浴室暖房乾燥機

「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

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

森山直太郎

桂文珍 独演会

日時：５／２０（土）6:00PM
会場：サンポートホール高松 大ホール
料⾦：全席指定￥6,900

JAPAN TOUR ～ 一期一笑 ～
日時：３／１２（日）2:00PM
会場：鳴門市⽂化会館
料⾦：全席指定￥3,000

back number

発売：好評発売中

日時：４／１（土）･
会場：愛媛県武道館
料⾦：指定席￥6,800

サカナクション
日時：４／２２（土）6:00PM
会場：鳴門市⽂化会館
料⾦：全席指定￥6,800

発売：好評発売中

２（日）6:00PM
発売：３/
発売：３/４(土)

氷川きよし

発売：３/
発売：３/５(日)

日時：２／２２（水）①2:30PM ②6:30PM
会場：鳴門市⽂化会館
発売：好評発売中
料⾦：全席指定￥7,500

ポール・マッカートニー
ワン・オン・ワン ジャパン・ツアー2017

宝塚歌劇 星組 ミュージカル

『THE SCARLET PIMPERNEL』

日時：４／２７（木）･２９（土･祝）･３０（日）6:30PM
会場：東京ドーム
料⾦：S席￥18,000 A席￥16,000
発売：２/
B席￥14,000
発売：２/２５(
２５(土)

日時：３／１０（⾦）〜 ４／１７（月）
会場：宝塚大劇場（兵庫）
発売：２/
料⾦：SS席￥12,000〜B席￥3,500
発売：２/１１(
１１(土･祝)

（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

オレンジカフェ クイズ

７７ ２ ０００３

恐れ入りま
すが、52円
切手を貼っ
てご投函く
ださい。

【問題】入浴中、急激な温度差により脳や⼼臓に
ダメージを受けることの用語をお答えく
ださい。ヒント：この情報誌を読んでくださいね♪

鳴門市撫養町南浜字東浜24-21

鳴門ガス株式会社

ー右記のハガキに解答欄がありますー

スペースパン
ー 網焼きグリル＆ガスコンロ用 ー

お

名

前

性別

アサヒ軽⾦属⼯業

（ファックス）０８８－６８５－８５１６
キリトリ線

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 ２名様 に
プレゼント！

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
（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。

新料理集付き

オレンジカフェ クイズ

（全108レシピを掲載）
A5ソフトカバー／オールカラー

使い方／53レシピを掲載

発

今お使いのガスコンロにご使用いた
だけます。野菜やお肉や魚などのグ
リル料理ができる「網焼きグリル」
をご利用いただければと思います。

表

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２０１７年３月下旬頃予定）

オレンジカフェ

次回は４⽉発⾏予定です！

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

１．ヒートテック

読者アンケート

２．ヒートショック

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．グリルパン
□3．発見！
□4．住宅⾖知識
□5. ガス栓カバーを装着
□6. チケット情報 □7. 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
2017年3月10日消印有効

