２０１８年４月号／地域生活情報誌 [鳴門ガス]
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ご主人が生まれた年に創業

福田商店

1
住所：里浦町里浦字坂田 6 ー 3
営業：朝～日没まで
電話：０８８（ ６８６）２５１２

↑岡崎海岸

ご主人さんならではの味噌

作りのほかに、お客様との会

話も楽しんでおられます。

お店まで行くことのできない

場合、電話注文をすれば、ご

主人さんの笑顔と一緒にお味

噌を届けてくださいます。 ♪♪

蔵の神棚には松尾大社のお札が祀ら
れ、初詣りは松尾大社と稲荷神社へ。
毎年きまった日に京都へと向かうみ
ちみちをうれしそうに話してくれま
した。

家製のおいしい味噌作りに欠かせないのでしょうね。

楽しみにしているファンが大勢いらっしゃいます。自

をしっかり行なわなければなりません。そんな米麴を

こだわるお米に植え付け、繁殖させるために温度管理

ご主人さんの米麴は、８５年住み着いた麴カビ菌を

かさや旨みにこだわる強さを感じます。

たお味噌には優しさとあたたかさが溢れ、味のまろや

作りから大切にされ、ご主人さんと一緒に生活してき

八十五年蔵の味噌作りにおいては米麴（米こうじ）

体つきと穏やかで優しいお方です。

屋福田商店のご主人さんは、８５歳と思えない逞しい

『なんでも食べる子、元気な子』と育てられた味噌

第二中学校
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ＯRANGE cafe

【誌⾯ギャラリー】風情ある鳴門、重要文化財･福永家塩田住宅 ＆ 塩田公園（鳴門町高島）
“水の都”徳島の中⼼部を流れる新町川と鳴門海峡を望む

Work Shop

オレンジCNカードをうまく活用
ああ ｗ

入会⾦や年会費・月会費等は一切不要です。

TEL. 088‐624‐8332

新鮮な魚介を使ったお刺⾝定食やフライもの定食
などのメニューも豊富に揃えています。
小さなお子様からお年寄りの方までご利用いただ
けます。

毎月のガス検針票、又はＣＮポイント

貯まったポイントと共に会員カード自

１２ヶ月以上何のお取引も無ければ、

カードのポイント有効期限は？

行は３００円の手数料を申し受けます。

ようにご注意ください。紛失時の再発

す。お届けしたカードは無くされない

ポイントのご使用にはカードが必要で

再発行してもらえるの？

カードを無くした場合は

ていただきます。

０ポイント（５ ，０００円分）とさせ

利用の場合、１回の上限は１０ ，００

当社ガス代⾦のお支払いでポイントご

ポイント利用の上限はあるの？

す。

※但し、現⾦とのお引き換え及び釣

できます

使用いただけます

○ 当社の協⼒加盟店で、清算時にご

※記載されているロゴマークは、
各社の登録商標または商標です

きな商品や、大手ポイントに交換

ＣＮポータル限定オススメのお好

○ ＣＮポイント使いこなしサイト・

ご利用いただけません

閉栓・終針時のガス代⾦清算には

のガス代⾦からの差し引きとなり、

※ガス代⾦に充当される場合は翌月

使いこなしサイトでご確認いただけま

貯まっているのだろう？

ポイントはどのくらい

オレンジＣＮカード Ｑ＆Ａ

福丸水産さんは、鳴
門市の内湾の海を眺
めながら魚介類やお
肉など自分で焼いて
食べるＢＢＱスタイ
ルのお店です。
みんなが気軽に食事
ができるテーブルの
座席を１００席、誰
でもが楽しめる新スタイルのスポットです！

お申込みはカンタン！

入会受付中！

鳴門ガス『オレンジＣＮカード』

ポイントの使い方

ポイントでおトクに楽しもう。
当社のポイントカードは、ガス代や灯
○ １ ，０００ポイント貯まると５０
０円分還元します。ガス代・灯油
代⾦の他、リフォーム工事やガス
機器・家電製品・チケットなどの

福 丸 水 産（瀬⼾町明神）
バーベキュースタイルのお店

り銭はご容赦いただいております

お支払いに使っていただけます

協⼒加盟店のお店紹介
体が失効となります。

電気も是非ご相談ください。

づけたいと思います。

暮らしを⾒守りつ

とともに、地域の

ビスを充実させる

エネルギーサー

いただきます。

⼒供給の仕組みなど説明させて

ます。気になる素朴な疑問や電

ス⾯など有益な情報をお届けし

きるだけ分かりやすく、サービ

四国電⼒料⾦との比較をし、で

シュミレーションできます。

の検針票をもとに、かんたんに

ただきます。お手元の四国電⼒

まずは、おトク額をご確認い

なりました。

お届けすることができるように

り、お客さまが使用する電気を

「エネワンでんき」代理店とな

ガス会社・サイサンが供給する

当社も２０１８年から関東の

ことが可能になりました。

に伴い、電⼒会社を自由に選ぶ

２０１６年４月、電⼒自由化

ガスはもちろん、
電気もいっしょに
鳴門ガス！

エネワン でんき

電⼒会社を選べる時代へ
電⼒会社を選べる時代へ

油代の他、ガス機器・家電製品ご購入や
修理代、リフォームなどお支払いにご利
用いただけます。
お支払い１００円（税別）につき１ポイ
ント（０ ．５円相当）を加算し、１ ，０
００ポイント貯まると使える・交換でき

○ ガス・灯油代⾦
○ ガス機器・家電製品ご購入や
修理代⾦
○ お住まいのリフォームなど
（チケット・ｔｏｔｏくじは対象外です）

○ 当社の協⼒加盟店を利用

ポイントが貯まる
ガス代などのお支払いや
提携先・加盟店のポイント
として使える

るなどのサービスが受けられます。

￥

ポイントを貯める方法

ガス代⾦などを支払う・
加盟店を利用する

コンロは毎日使う生活の必需品
で、突然使えなくなってしまうと

システムキッチンに

先日、はじめて高熱を出しました。

キッチンと一体に

が遅いです。極⼒風邪を引かないようにするためにも、

薬を嫌がり、飲ますのに時間がかかり大変でした。元気になってホッと

してしまうことでしょう。日々の
なっているビルトイ

生活習慣をチェックして気をつけていきたいと思いました。

組み込まれたコンロ

使い方でコンロの寿命が違ってき
ンコンロは、キッチ

食事を作れず、生活に支障をきた

ますが、次の項目をチェックする
ン全体を取替えない

♪

おおきなくりのきのしたで
あなたとわたし
なかよくあそびましょ
おおきなくりのきのしたで ♪

園内には大きな樹があって、新しい生活にわくわくです。

娘はこの春、保育園入園です。

したのもつかの間、わたしが風邪をひき、子供と違ってしつこくて治り

ことで、ガスコンロの交換時期の
と、なんて思っていませんか？

ロ部だけを簡単に取り外すことが

キッチンそのままの状態で、コン

目安を立てることができます。

コンロの使用状況を

できて、簡単に取付けられます。

応募方法は裏⾯をご覧ください。

チェックしてみましょう

ご意⾒・ご感想等ご記入ください。

コンロ交換には

●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。

□ 購入して１０年以上経つ

お掃除サービス！
ガスコンロの交換なら３０分程

「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！

□ ２００８年よりも前の製品を
使っている
□ バーナーの炎がまばらに

度ですが、当社といたしましては
古いコンロを取り外した周辺の汚
れをお掃除します。そのために約
２～３時間必要です。
コンロが替わるだけでキッチンの
姿が変わり、ちょっとしたリフォー
ムですよ。新しいコンロを決める前
は、是非当社ショールームにてご相
談ください。今まで以上に、
活動的に料理ができる
コンロをご提案
させていただき
ます。♪
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なっている
□ バーナーがさびたり、汚れが
ひどい
□ 火がつきにくくなった
□ 火⼒の調整がうまくできない
□ 火⼒が安定しない
□ ときどきガス臭い
□ 火が途中で消えるときがある
あなたは何個のチェックがつき
ましたか？ ３個以上のチェック
がついた場合は交換時期です。

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

コンロは元 気 ですか？

オレンジカフェ

「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

チャットモンチーの

ナオト・インティライミ
日時：６／８（⾦）6:30PM
会場：鳴門市文化会館
料⾦：指定席・ファミリー席￥6,480

徳島こなそんそんフェス2018
〜 みな、おいでなしてよ！〜
日時：７／２１ (土)・ ２２ (日) 1:00PM 開場11:00AM〜
会場：アスティとくしま
料⾦：全席指定￥10,800

竹原ピストル

発売：４／２１(土)

日時：7／５ (木) 7:00PM
会場：あわぎんホール（郷土文化会館）
料⾦：全席指定￥4,320

吉本新喜劇 全国ツアー2018
日時：５／１７ (木) 6:00PM
会場：鳴門市文化会館
料⾦：全席指定￥5,800

発売：好評発売中

発売：５／１２(土)

山内恵介

発売：好評発売中

日時：７／１０（火）①2:00PM ②5:30PM
会場：あわぎんホール (郷土文化会館)
発売：好評発売中
料⾦：全席指定￥6,000

ー「第九」アジア初演１００周年記念 ー
第37回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会

川中 美幸

1982年から続く鳴門が誇る「第九」演奏会を2日間に拡大し開催

日時：６／ ２ (土) 6:00PM ・３ (日) 1:00PM
会場：鳴門市文化会館
料⾦：全席自由 一般￥2,000
発売：好評発売中
小中高生￥500

日時：６／１１（月）①2:00PM ②6:00PM
会場：あわぎんホール (郷土文化会館)
料⾦：全席指定￥6,500
発売：好評発売中

（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、62円
切手を貼っ
てご投函く
ださい。

【問題】電⼒自由化によって、自由に電⼒会社を
選べるようになったのはいつから？

鳴門市撫養町南浜字東浜24-21

鳴門ガス株式会社

ヒント：この情報誌を読んでくださいね♪
ー右記のハガキに解答欄がありますー

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
（ファックス）０８８－６８５－８５１６

鳴門ガス50周年記念

名

前

（フリガナ）

生年月日

昭和・平成

ご

所

〒

お電話番号

（

住

月

日

－

）

－

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！
名入れ
オリジナルグラス １個

解答欄

１．2016年4月〜

読者アンケート

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２０１８年５月下旬頃予定）

オレンジカフェ

年

※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。

至福の時間をお名前が刻まれた
マイタンブラーでお楽しみくだ
さい。

表

１．男
２．⼥

オリジナルＭyグラス

発

性別

この部分にアルファ
ベットにて刻みます

キリトリ線

ア ンケ ー トに
者
読
＆
ズ
クイ
中
だいた方の
ご協力いた
３名 様 に
から抽選で
プレゼント！

お

次回は６⽉発⾏予定です！

２．2018年4月〜

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. 子育てライフ
□3. オレンジCNカードをうまく活用
□4. 電⼒会社を選べる時代へ
□5. コンロは元気ですか？
□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
2018年5月10日消印有効

