2020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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街ネタ

コーヒーに癒されるカフェ

コーヒー豆販売店

昔ながらの街並み、撫養街道周辺にコーヒー

豆販売店としてリニューアルオープンした古民

種類ものコーヒ

家カフェがあります。レトロな雰囲気のお店に

は、シングルやブレンドなど

ー豆が並んでいます。どれにしようか迷った時

は、知識豊富なマスターが親身になってアドバ

イスをしてくれたり、お好みの味を聞いて作っ
てくれます。

豆選びにもこだわり、南米に買い付けに行き

ます。現地の生産者の方と深く関わりながら試

行錯誤を繰り返し、探し求めて作りあげていま

す。だからこそ、この素晴らしいコーヒー豆を

あなたのコーヒータイムに、ぜひいかがでしょ

うか？コーヒー好きの方はもちろん、自分に合

撫養川

■

■

山本
■酒店
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愛薬局

撫養川

阿波
■銀行

■山本商店

妙見山

至

住 所：鳴門市撫養町林崎字北殿町57-1
営 業：8：00～19：00
（カフェのオーダーは18：30まで）
定休日：水曜日
ＴＥＬ：088-685-3460

旧店舗

呉服のやまつる

鳴門駅

駐車場入口

Work Shop

うコーヒーに出会ってみませんか？

ヴィンテージもののテーブルや椅子も
すごくおしゃれ！
ゆっくりとコーヒをのみながら読書を
するには最高の空間です

カフェラテ
レギュラーコーヒー
５００円（税込）
４４０円（税込）

鳴門消防署・市役所

至

ホテルアドイン

キョーエイ
駅前店

ダイレックス■

文明橋

大道銀天街
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【誌面ギャラリー】梅の花は極僅かな気温のゆるみを感じて、どの花よりも早く咲きます。
青い空と、真っ白な雪と、その下の梅の花に見とれてしまいます。

毎日の料理で使う「ガスコンロ」火をつけてみたら、

いるガスコンロの火が、瞬間的
コンロ部品のバーナーキャップ

不完全燃焼

きます。

ものを使って目詰まりを取り除

針金など、先の細い

① 使い古した歯ブラシや

バーナーキャップの
お掃除方法

「あれ？炎の色が青色でなく、いつもと違う」ということはありませんか？

に赤い色 になる ことが あり ます。
は、ガスの炎を出す重要な部分

炎が赤いとき

常に赤いという場合は、何かし
なので、目詰まりやバーナー

正常な状態でも青い色をして

らの不具合が起きていると考え

器によって室内の空気中に広が

② 水洗い後はしっかりと乾かして

もしバーナーキャップが変形している
場合や、お手入れしても炎の色が改善
されない場合は交換や修理が必要にな
りますのでいつでもご相談ください。

キャップ自体が変形してしまう

の火と反応します。

られます。今回は、ガスコンロ

アルカリ性の金属が加湿

ください。

合は水の粒子が大きいのでガスコンロ

と、点火不良や不完全燃焼が起

ルカリ金属などは空中に漂うことがあ

の火が赤くなる原因と、対処法

が赤くなることがあります。

③ バーナーキャップが浮き・傾き

細かいので、水分中のカルシウムやア

こり、それが原因で炎の色が変

スコンロを使用すると、炎の色

のないようにしっかりセットし

※スチーム式加湿器では、水の粒子が

についてご紹介します。
化してしまい ま す 。

これは水道水に含まれる

通常、ガスを正常に燃焼して

室内で加湿器を使用しながらガ

てください。

使用していただいて大丈夫です。

いる際の炎は「青色」の状態で

バーナーキャップの爪部と
点火プラグの位置を合わせてください

りません。反対に超音波式加湿器の場

す。点火時、または料理中に一

体への影響はないのでそのまま

時的に赤 くなる ことが あっ ても、

ついては、不完全燃焼と違って

すぐに青色に戻ればそれほど心

ます。加湿器による炎色反応に

バーナーキャップに目詰まりがあると
炎が赤くなり、使用している鍋の底に
ススが付くことがあります。
バーナーキャップは吹きこぼれや油ハ
ネなどで目詰まりしやすい部分なので
定期的なお手入れが大切です。

り、炎と反応するため赤くなり

配することはありません。

加湿器を消した
ガスコンロの火
加湿器をつけた
ガスコンロの火

ＬＰガスの豆知識

ＬＰガスってなぁに？

ＬＰガスのＬＰとは、「 Liquefied
（液化） Petroleum
（石油）の頭文字です。わずかな圧力の冷却によって液体

になる性質があり、使うときは気体となります。

「■
無臭」で「無害」
よく「ガス臭い」などと言いますが、

ＬＰガス自体は、もともと無臭です。

万が一ガスが漏れた際、異変にすぐ気づくように

た(まねぎが腐ったようなニオイがします）

あえてニオイをつけています。また、毒性も全く

ありません。

空気より「重い」
■
気体のＬＰガスは空気よりも重く、

空気の約２倍の重さがあります。なので、

ＬＰガスが漏れた際は、床面を這うように

広がり、低い場所にたまります。

濡れた場合は天井の方へたまる性質があります）

（逆に都市ガスは、一般的に空気より軽く、

自然災害に「強い」
■
各家庭にボンベを設置するＬＰガスは、

配管が短く、災害後の点検が容易です。

点検完了後にはすぐにガスの使用を、

復旧させることに尽力させていただきます。

強化を図るとともに、災害発生後のＬＰガスを早期

鳴門ガスは、ＬＰガス設備などの管理や防災力の

（ライフラインの中でも、一番復旧が早いのがＬＰガスなので、安心です）

再開できるため、復旧が早いです。

都市ガス用ガス警報機設置方法

ガスコンロの火が赤いのは不具合？
ガスコンロの炎の色
ああ ｗ

オレンジカフェ

冬に備えて、水道管の

凍結 や 破裂 を予防しましょう
この時期は、季節の中で一番冷え込む時期でもあります。外気温がマイナス４度以下になると、
日中でも水道凍結のおそれがあります。凍結すると水道が使えなくなり、さらに水道管が破裂した

もし凍結してしまったら …
？

場合は、修理に多くの費用が掛かることがあります。事前に早めの保温対策を心掛けましょう。

凍結しやすい場所とは？

●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。

蛇口をひねっても水が出ない！
という状態になっても慌てない
で、まずは落ち着いてできる範
囲で、軽い凍結であれば自分で
対処することをお勧めします。

-４度
が目安
です
「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！

水道管がむき出しになっている所
■
（給湯機に接続している配管等）

水道管が戸外や北向きの日陰
■
（散水栓・湯沸器の元栓など）

（洗面所やトイレの蛇口等）

…

保育園でお餅つきをしました。

ぺったんぺったんと、ひとりずつ重たい杵を

持ち必死についていました。「これがお餅に

なるのかな？」と子どもたちの目は輝いてい

ました。お餅を丸めながら出来上がったお餅

はすぐ、きなこ餅にして頂ました。味はもち

ろん格別です。つきたてのお餅はとっても美

味しかったです。最近は、もちつきも各家庭

で行うことも少なくなりましたが、今ではな

かなか見られないお餅つきを経験し、楽しい

時間を過ごすことができました。

応募方法は裏面をご覧ください。

蛇口が凍ったときは

露出している管（保温筒は取り
外す）や蛇口などにタオルを巻
き付け、上からお湯をゆっくり
かけると、水が出るようになり

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

北向きにある水まわり
■

今からできる！
凍結防止対策
水道管の保温

むき出しの水道管
や、外蛇口は保温

30
Vol．冬
2020年2月号

ます。
熱湯を直接かけたり、直火を当てたり
すると、蛇口や水道管が破裂する危険
があるのでやめましょう。

材を巻き、その上からビニール
などで防水します。難しい場合
は、タオルで巻いて保温する対
策がお勧めです。タオルで巻く
だけでも、外気が遮断されるの
で、保温することができます

少量の水を出す

蛇口や水道管が
凍らないように
就寝前に少量の水を出しておく
（鉛筆の芯の太さくらい）

タオル

１
２

ご意見・ご感想等ご記入ください。

子育てライフ

「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〈鳴門文化会館西隣〉
■営業時間〈平日〉10:00AM ～7:00PM〈日・祝日〉10:00AM～5:00PM

五木ひろし

春よ来い！

「よこはま･たそがれ」から50年
50th Anniversaryコンサート2020
日時：６／２５ (木) ①2:00PM ②4:00PM
会場：鳴門市文化会館
発売：２／4（火）
料金：S席￥7,700 A席￥5,500

吉本新喜劇バラエティ
In 鳴門
日時：２／２３（日）①11:00AM
②3：00PM
会場：鳴門市文化会館
好評発売中
料金：全席指定￥4,000

笑い飯・千鳥の大喜利ライブ
日時：３／８（日）3:00PM
会場：鳴門市文化会館
料金：前売指定￥3,000

発売：好評発売中
仮面ライダースーパーライブ2020
日時：３／１５（日）①11:00AM
②2：30PM
会場：鳴門市文化会館
料金：指定￥3,100

山崎 まさよし

発売：2/6（土）

日時：４／５（日） 5:30PM
会場：阿南市文化会館・夢ホール
料金：全席指定￥6,600

発売：好評発売中

神野 美伽
日時：４／２８（火）①2:00PM
②6:00PM
会場：あわぎんホール
料金：S席￥5,000
発売：好評発売中

発売：好評発売中

発売：２／８（土）

T-BOLAN

T-BOLAN LIVE HEAVEN2020
「the Best」 ～繋～
日時：５／１６（土）5:30PM
会場：鳴門市文化会館
発売：２／２９（土）
料金：全席指定￥6,800

2020

（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、63円
切手を貼っ
てご投函く
ださい。

【問題】ガスコンロを使用しているとき、ガスを
正常に燃焼している時の炎は何色の状態
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

キリトリ線

ザ･コーヒービーンズの
紙フィルターを使わないオリジナルの

コーヒーポット＆コーヒ豆セット

サイズ：17cm×10cm×10.5cm
容 量：500ml
ポット：陶磁器
ストレーナー：18-8ステンレス
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※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。
豆or挽いた豆
<200ｇ>

ナチュラルドレンチはとてもシンプル
なコーヒーの味わい方です。
4分間お湯にドレンチ（浸す）だけの
シンプルな方法です。お茶や紅茶も使
えますよ♪

発

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）青色

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２０２０年３月下旬頃予定）

オレンジカフェ

オレンジカフェ クイズ

次回は４月発行予定です！

（2）赤っぽい色

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. ガスコンロの炎の色
□4. ＬＰガスってなぁに？～豆知識～
□5. 水道管の凍結防止対策
□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
2020年３月10日消印有効

