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街ネタ

↑岡崎海岸

住所：鳴⾨市⾥浦町⾥浦字花⾯１０８
営業：朝〜午後６時 定休⽇：⽇曜⽇
TEL：088-686-0356 携帯：090-1570-3274
E-mail：toyoyotofuya-1041028＠docomo.ne.jp

山本豆腐店

Vol．27
２０１４

ＯRANGE cafe

⼀つひとつ
⼿作業でつくる
町の⾖腐屋さん

⾖乳は前⽇までにご予約が必要です。

⾥浦町に⼀軒、親から受け継いだ昔懐かしい⾖腐屋
﹃⼭本⾖腐店﹄さんがあります。店主さんは、無添加
で昔ながらの製法にこだわり、その⽇につくった⾖腐
は、鐘を鳴らしながら移動販売もされています。
⼭本⾖腐屋さんでは、つくりたて⾖腐を⼤きな⽔槽
に浸し、⽣き物のように⼤切に扱われています。その
まま冷奴としても⾷べることができる⾷感の良さや、
調理の味付けにも負けない濃厚な味わいがあります。
また、栄養がたっぷりの安⼼安全な⾖腐は、⼩さな
お⼦様をもつ若い世代や、地元の多くの⽅から⽀持さ
れておられます。
⾖腐１丁を⽔の中からすくって、ビニール袋や持参
した容器に⼊れてくれる昔ながらの買い⽅ができます。
安くて、美味しくて、⾝体にも良い、私たちにとって
⼼強い存在の⾖腐です。つくりたてのおいしい⾖腐を
再発⾒していただきたいと思います。

●キョーエイ
鳴⾨店

●阿波銀⾏
鳴⾨東⽀店

初めての⽅は
※
電話等でお気軽に
お尋ねください。

並⽊電気商会●

観⾳寺

〒

つくし
保育所●

★

鳴⾨第⼆
中学校

【税込価格表⽰】

140円〜
⽊綿⾖腐
絹ごし⾖腐 140円〜
90円〜
焼き⾖腐
90円〜
厚揚げ
90円〜
油揚げ
90円〜
ガンモ
90円〜
⾖乳１合
オカラ500ｇ 90円〜

[鳴⾨ガス]
2019年8⽉号／地域⽣活情報誌

いつもあなたの暮らしのそばに

【誌⾯ギャラリー】フリフリレースを⾝につけたガガブタ（鏡蓋） ＜⽔草の花・準絶滅危惧種＞

和菓⼦専⾨店「菓舗ふくおか」さんの店先で、この夏も咲かせています。

Work Shop

ああ

夏の防災対策
ｗ
た。気象庁や⾃治体からも事前に

を⼤きく上回る災害被害がでまし

昨年夏、⻄⽇本⼤豪⾬では予想

で整理されて発表されます。

象情報は５段階の﹁ 警戒レベル﹂

情報と気象庁が、発表する防災気

具体的には⾃治体が発令する⾮難

どこが安全なのか？など⾃らの避

の回りを⾒渡して、どこが危険で

ことも⼤切ですが、⾃分⾃⾝で⾝

ハザードマップなどで確認する

難⾏動を確認しましょう。家族で

さまざまな防災情報が出されてい
住⺠の⽅が情報の意味を直感的

具体的な避難の⼿順を話しあった
り⾃分の⽬で確かめてみるのもい
いですね。

︵ 国⼟交通省、気象庁、都道府県が発表 ︶

⼤⾬注意報
洪⽔注意報

避難に備え、ハザードマップ等によ
（気象庁が発表） り、⾃らの避難⾏動を確認しま
しょう。

今後、⼤⾬警報などが発表される
早期注意
可能性があります。
情報
災害への⼼構えを⾼めましょう。
（気象庁が発表）
（警報級の可能性）

ながら、⾼齢者を中⼼に多くの⽅

４

に理解できるよう、防災情報を５

避難に時間を要する⾼齢の
⽅、障害のある⽅、乳幼児
等とその⽀援者は

が逃げ遅れて亡くなりました。

警戒レベル

段階の警戒レベルにより提供し、

避難準備
⾼齢者等
避難開始

この豪⾬を教訓に、複雑でわか

既に災害が発⽣しています。
命を守るための最善の⾏動を

とるべき⾏動の対応を明確化して

３

りにくいとの指摘もあった避難勧

災害発⽣
情報

地域のみなさんで声を掛け合っ
います。レベルごとのとるべき⾏
動を理解しておくことが⼤切です。 て、安全・確実に避難しましょう。

※避難指⽰（緊急）は地域の状況に応じて緊急的、⼜は
重ねて避難を促す場合などに発令されるため必ず発令さ
れるものではありません

告等の⾮難情報が住⺠にとってよ

５

そこで、まず⼤切なことは⾃分の

（市町村が発令） 避難しましょう

警戒レベル

ＬＰガスライフの
安⼼・安全のために

当社から、﹃ ガス設備の法定点検の

お知らせ ﹄の⾒出しで、皆さまのご家

庭等に対し、点検に訪問するという連

絡が届く場合がございます。

ガス設備の法定点検とは

ガス設備の法定点検は、ガス事業者

に対し、４年に１回以上のガス設備を

調査点検するよう、法令に基づき義務

付けられています。よって、ガス設備

の法定点検は無料で実施されます。

■どのようなことをするの？

◎ガス漏れの確認

◎供給設備︵ ボンベ・調整器・マイコ

ンメーター ︶の確認

◎消費設備の調査点検

■点検場所は？

◎家の中︵ ガスコンロ・給湯機・湯沸

かし器・⾵呂釜・ガス炊飯器など ︶

分〜

分程度です

■所要時間は？

◎

くださいませ。

鳴⾨ガスまでお問合せ

点がありましたら、

お願いします。訪問の連絡等に不明な

よう、点検にご協⼒いただきますよう、

ガス設備を安全にお使いいただける

20

!!!
１
警戒レベル

２
警戒レベル

10

４
避難や、⾃宅内のより安全な場所に
（市町村が発令） 避難しましょう。

り理解しやすいものに改められま

（市町村が発令） とりましょう。

警戒レベル

地域をよく知ることです。

速やかに避難しましょう。避難
先までの移動が危険と思われ
る場合は、近くの安全な場所への

避難勧告
避難指⽰
（緊急）

した。

⽔害・⼟砂災害の防災情報は
5段階で発令されます！

定期保安点検へご協⼒のお願い

オレンジカフェ

完全に⼤量に早く乾く！

﹃天気を気にせず、洗濯物ができ

乾太くんの魅⼒は？

洗濯物をラクにして
時間を有効活⽤しませんか？？

洗濯って天気や時間に左右され、
家事の中でもストレスを感じるこ

（⾞検・修繕等）

るようになり、本当に助かってい
ます。ただ、それだけではなく、
今まで物⼲し竿に洗濯物を⼲すと
きに、肩を上げるのが⾟かったの
ですが、乾太くんを使い始めてか
ら、その動作がなくなり⾝体が本
当にラクになりました。 ﹄とのこ
とでした。
ガスならではのパワフルなガス
の温⾵で、約５㎏ の洗濯物も約

分で乾きます。

天気も全く気にしなくていい、
洗濯ストレスフリーの⽣活を過ご
すことができる、⼼からおすすめ
できる商品です。

※ポイントが貯まるよ〜♪
使えるよ〜♪

福丸⽔産（海鮮焼き）
じゅわっち（旨い⾁と酒）
吉成⾃動⾞

応募⽅法は裏⾯をご覧ください。

『オレンジCNカード』
加盟店のお店をご紹介

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

もうすぐ3歳になる娘は、プリキュアが⼤好きです！
先⽇、遊園地にプリキュアを⾒に⾏きました。
はじめての遊園地、⼤好きなプリキュアを⾒たとき
の娘は、⼼臓もドキドキ、⼤興奮していました。
ご意⾒・ご感想等ご記⼊ください。

とが多いですよね。今回、ご紹介

に洗濯物を⼿伝ってもらって本当
に助かっているという⽅のお声を
聞かせていただきました。

⾐類乾燥機購⼊の
きっかけは？
当社、展⽰会に来店された際に
﹃乾太くん﹄に出会い、ちょうど
梅⾬に⼊る前だったので、⼿助け

電気式の約1/2

したいのが、リンナイ ガス⾐類乾
燥機の﹃乾太くん﹄です。
５kgでわずか 約63円

今回、当社のお客様で乾太くん

1回の乾燥が

になってくれるのでは。と思い、

ぜひ、ショールームで
お洗濯がカラッとふんわり仕上がる快感
をお試しくださいませ。

●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。

乾太くん

ご購⼊してくださいました。

「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！

⼦育てライフ
冬
27
Vol．
2019年８⽉号

52

衣類乾燥機

⼦供⽤のジェットコースターでも、
怖くて乗ることができなかったのですが、
⼤きな観覧⾞に乗ることができ、⾼いところでも
私と違い全然平気そうでした。

成⻑し、また次回遊びに
来たときは、乗り物で
遊べるものも増えると思う
と楽しみです。

「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

ＲＨＹＭＥＳＴＥＲ

ＵＮＩＣＯＲＮ

⽇時：１１／１０（⽇）5:00PM
会場：徳島Club GRINDHOUSE
料⾦：オールスタンディング￥4,500

ユニコーン100周年ツアー“ 百が如く ”

⽇時：１１／２３ (⼟・祝) 6:00PM
会場：鳴⾨市⽂化会館
料⾦：指定席￥8,500
⽴⾒￥7,900 ※整理番号付

あいみょん

発売：10/5（⼟）

⽇時：１１／２４（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￥5,940

Ｈｕｍｐ Ｂａｃｋ
“ 僕らの夢や⾜は⽌まらないツアー ”
⽇時：２０２０年 ２／２２ (⼟) 6:00PM
会場：徳島Club GRINDHOUSE
料⾦：オールスタンディング￥3,000

ＺＩＧＧＹ

2019-2020シーズン 【男子】

“ ZIGGY TOUR2019 ROCK SHOW ”

⽇時：９／６ (⾦） 5:00PM（琉球アスティーダ vs ⽊下マイスター東京）

Season3 「 GET THE F××K OUT!! 」

（1ドリンク別）

発売：8/17（⼟）

ノジマＴリーグ 鳴⾨で世界トップレベルの卓球を!!

発売： 9/1（⼟）

⽇時：１０／２６ (⼟) 5:00PM
会場：徳島Club GRINDHOUSE
料⾦：オールスタンディング￥6,000

発売：8/31（⼟）

９／７
９／７

(⼟）12:00PM（琉球アスティーダ vs 岡⼭リベッツ）

(⼟） 5:00PM（⽊下マイスター東京 vs T.T彩たま）
会場：鳴⾨・⼤塚スポーツパーク アミノバリューホール
料⾦：席種・⾦額の詳細はお問合せください 発売：好評発売中

発売： 8/10（⼟）

（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】ガス⾐類乾燥機 乾太くんは、パワフルな

ガスの温⾵で約5kgの洗濯物を約○分で乾
かすことができるでしょうか？

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

お
キリトリ線

カセットボンベが燃料の直⽕式
Iwatani

ホットプレート

名

前

（フリガナ）

２．⼥
⽣年⽉⽇

昭和・平成・令和

ご

所

〒

お電話番号

（

住

年

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！

カセットコンロとしても使えます
本体サイズ
：471×325×169
プレートサイズ：約342×268×22
重量
：約4.1kg

解答欄

（１） ５２分

読者アンケート

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２０１９年９⽉下旬頃予定）

オレンジカフェ

１．男

※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。

ガスだから⽴ちあがりが早く⽕⼒も電気
の約2倍です。ぎょうざやボリューム感
のあるものや殻付きのもの、フタ付きな
ので蒸し焼きもでき、⼤活躍です！

発

性 別

（ファックス）０８８－６８５－８５１６

次回は１０⽉発⾏予定です！

（２） ３時間

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. 夏の防災対策
□4. 定期保安点検へご協⼒のお願い
□5. ⾐類乾燥機 乾太くん
□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
2019年9⽉10⽇消印有効

