2020年6月号／地域生活情報誌 [鳴門ガス]
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【誌面ギャラリー】ハート型の紫陽花。こういう小さな発見が嬉しいですね♪ ～塩江あじさいロード～

Work Shop

ダイニングバー

あかり

DiningBar 灯
撫養町斎田大堤14-1

090-3183-1709

定休日 :土・日・祝（昼）・月曜日（夜）
※電話・店頭にて注文できます。

撫養町黒崎松島125

088-602-8882

（祝日の場合、

11:00～23:00 定休日：月曜日 翌日火曜日が定休日）
ハンバーグ弁当、
唐揚げ弁当（各600円税込）
オードブルまでテイク
アウト価格であります
オードブルは、2日前
までに予約をお願いし
ます。

村さ来 鳴門店

オードブル￥4000（税込）
※2.3人前

撫養町小桑島前浜266

088-686-1120

17:30～24:00 定休日：火曜日

※ 電話・店頭にて注文可・当日注文OK！

サラダも
あります♪

特集

🍴🍴

テイクアウトにしよう

日替わりの献立がそのまま
お弁当になっています。
サラダ付なのも嬉しい♪

LINEで注文できます

鳴門市内の「テイクアウト・デリバリー情報」を、ほん

からあげ弁当・とんかつ
弁当、日替わり弁当

ベース

の一部ですが集めてみました。行きつけのお店でいつもの

11：30～14:00
定休日：火曜日
<10月～6月>17：30～20：45（20：15L.o）
<7月～9月>18：00～21：00（20：30L.o）

ナルト

THE NARUTO BASE

メニューを頼むのも良いですし、新しいお店にチャレンジ

088-685-5875

するのも良いですね！ご家庭の食卓をステキな料理で彩っ

泰山

撫養町大桑島北ノ浜７７－３

その他おかずメニ
ューも充実してい
ます。

てみてはいかがでしょうか？

回鍋肉や、エビチリ、他
丼物もあります。

新型コロナウィルス感染拡大により 営業時間、定休日が記載と異なる場合がございます。
※
事前に店舗にご確認をお願いいたします。

中華料理

極鶏のから揚げ
やランチメニュ
ーがお弁当にな
ったBOX弁当。
各種880円(税込）

食を楽しもう！

お渡しは17時～21時です
時間外受付等相談して下さい

仲見世

地震が起きた時 …

① 自分の身を守りましょう！

まず、身の安全を確保してください。

震(度５相当以上

)

（棚や棚の上に載せてあるものが落ちてきたりする

ので、揺れがおさまるのを待ちましょう。）

② 火の始末をしましょう！

ご連絡ください。

元栓、容器バルブを閉めて、幣社まで

ガスの使用をやめて、器具栓、ガスの

・ガス漏れやガスの臭いがするときは、

地震発生後の注意事項は …

的にガスを遮断します。

が起きたときは、ガスメーターが自動

・ガスを使用中に強い地震

さまってから器具栓を閉めてください

・ガスを使用しているときは、揺れがお

火の始末

じゅわっち

ガスは
どうしたらいい？

088-685-2881

人気の五目チャーハン

撫養町斎田字大堤342

肉問屋

桃仙

中華料理

テイクアウトでお店の料理を
お家で気軽に楽しみましょう♪

鳴門お持ち帰り促進プロジェクト
NARUTOGO（ナルトゥーゴー）

家族で職場の仲間で、あの店に行きたい！でもみんなで外出することができなくて …
。
それならご家庭や職場で安心して美味しい料理を楽しんでみるのはいかがでしょうか？

大津町木津野字池ノ内
13-14

月に移転オープンし
桃仙さん。ぜひ、本格中
華をご家庭でどうぞ♪
4

詳細は
こちら♪

088-686-6238

撫養町弁財天字ハマ8-3
お好み焼き

人気の自家製の
カラーマヨネーズ
もあります。

メニューが豊富です！
トッピングも充実して
いるのでお子様にも喜
んでいただいてます♪

食べることを
楽しもう♪

生蕎麦まるじゅう

お蕎麦、天ぷら天ざるそ
ば、ぶっかけそばなど、
これからの季節、冷たい
お蕎麦ですね。

親子丼680円

揚げ物から丼ものまで、
その他もつ鍋、串焼きま
で。無敵の豚テキもテイ
クアウトできます

Instagram
facebook

お持帰りのお蕎麦
お持帰り丼の一番人気♪

088-683-0830
炭焼！焼鳥丼800円
とりもも唐揚げ500円

088-685-3546
冷たい天せいろ

撫養町大桑島字濘岩浜
17-1

オレンジカフェ

日■
々の洗濯ストレスとは？

“実は…街中にあるコインランドリーもガスなんです！！“

① 乾燥時間が断然早い！電気の約1/3の時間で乾かせます！
洗濯に対する時間を大幅に短縮でき、洗濯物が乾く時間も読め効率的に！

おうち時間でのゴールデンウイークは、家の中で

も遊べる砂場あそびや小麦粘土、パズルに絵の具や

ひらがなのお勉強。あとはクッキーやピザを作った

りと、いろんな方法であっという間に過ぎていきま

した。私のほうがイライラしたり、余裕がなく怒っ

クッキーつくって楽しかった。」という言葉を聞く

てばっかりになってしまってましたが、「ママと

もガス衣類乾燥機の体験

改めて考えれば、３歳という今しかない貴重な時

と思います。こどもの成長はあっという

間を、ゆっくり過ごすことができたんだな
頂ける方、大募集してお

間なので、日々楽しんでいきたいですね♪
くださいませ。

ります。お気軽にご連絡

モニター設置にご協力

使ってみませんか？

と、疲れなんて吹っ飛びます。

ご意見・ご感想等ご記入ください。

ができますので、一度

当社、ショールームで

「乾太くん」とは、
今、主婦の方に話題のリンナイのガス衣類乾燥機です。

「乾太くん 」で時短！
洗濯物の悩みを解決！

家事の中でも洗濯は重労働
ですし、手間と時間はかかり
ます。それでいて同じ作業を
毎日やら なくて はいけ ませ ん。

応募方法は裏面をご覧ください。

天気が悪い日は、限られた部

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

屋干しスペースにどうやって
干そうかと考えたり …
洗濯機
を回し、ハンガーにかけて干
したあと、取り込むまでの時
間が洗濯の分量によって左右
される …
。これは小さいお子
さんのいる家庭や、ご家族の
多い家庭、働き盛りの忙しい
方たちにとっては、洗濯って
大変なんです。
この日々の洗濯の悩みを解
決できたら、時間にもゆとり

冬
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●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

ができ、今よりもっと毎日を

② 部屋干し臭の原因“モラクセラ菌”を除去できます！
80℃以上の温風で、モラクセラ菌の発育を抑制。
外干しや日光消毒でも除去できないニオイを取り除きます！

ガス
衣類乾燥機

充実して過ごせるんですよ！

「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！

99% 以上カット!
乾燥前に運転を行なうことで、ドラム内の大腸菌を
大幅除菌！靴の乾燥後も安心してお使いいただけます！ 大腸菌を

清潔で安心！
うれしい！

③ ドラム除菌運転でドラムリフレッシュ!!

約52分で乾燥！

ガス衣類乾燥機ってスゴイ！

たっぷり5kgも

カラッと解決

家事ラク

「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)
平素よりチケットパルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
日本国内における新型コロナウィルス感染症の発生に関しまして、各主催者様から公演の中止や延期が数多く
発表されております。公演中止・延期に伴う払い戻しが決定した公演につきましては、ご連絡くださいました
ら、ご案内させていただきます。
今後ともチケットパルをご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
《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〈鳴門文化会館西隣〉
■営業時間〈平日〉10:00AM ～6:30PM〈日・祝日〉10:00AM～5:00PM

初心者でも
OK！

チケット情報は
ここからも
ご覧になれます

家庭のベランダ菜園 おすすめの野菜は？
こんな時だから、どこかへお出かけすることもできない今、お庭やベランダで
おうち栽培に挑戦しませんか？？

ラディッシュ

シソ

別名「二十日大
根」とも呼ばれ
るラディッシュ
は発芽率も良く
種をまいてから
約1ヶ月前後で
収穫することが
できます

小松菜

幅広い料理に
使えるコマツ
ナ。育てやす
く、栽培1ヶ月
で収穫の楽し
みが味わえま
すので初心者
にはおすすめ

薬味に重宝する
シソは、夏の
ガーデニング
にはオススメ
で育てやすい
野菜です

※今回はチケット情報の内容を変更させていただきます。
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】ガス衣類乾燥機「乾太くん」は

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

キリトリ線

軽くてコンパクト！サッと使える1台2役

スティックタイプ掃除機
・ハンディとスティックの1台2役
・吸込仕事率180Wの強力パワー

名

前

（フリガナ）

生年月日

昭和・平成・令和

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！
パナソニック
MC-U10C-P（ピンク）

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２０２０年７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。

（消費電力700W時）

発

１．男
２．女

・紙パックレス式でゴミすてカンタン
本体質量：ハンドル、ノズル込み：2.5kg
本体のみ：1.9kg
本体寸法：222ｍｍ×1060ｍｍ×200ｍｍ

性 別

（ファックス）０８８－６８５－８５１６

お

次回は８月発行予定です！

（2）90分

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. テイクアウト特集・食を楽しもう
□2. 子育てライフ
□3. ガス衣類乾燥機 乾太くん
□4. 地震が起きた時ガスはどうする？
□5. ベランダ菜園 □6. 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７月10日消印有効

