2020年8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

【誌面ギャラリー】黄色い大きな花を咲かせる、夏を代表する向日葵。
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わりの設計がされています。また、コロナ対策として店舗、

宅のリビングにいるかのような癒しの空間を意識したこだ

はともにリニューアルされており、控え室はまるで、ご自

てください。式場の「桶幸アーバンホール」「平安会館」

けでも楽しい商品もありますので、お気軽に足を運んでみ

物？」と見間違うお団子やビールのキャンドル等、見るだ

仏壇仏具店には豊富な種類のお線香やお香、「まるで本

ントの取り組みも行っています。

ランティア清掃や灯ろう流し、人形供養祭など様々なイベ

様方のお役に立てるよう取り組んでいらっしゃいます。ボ

館を３つの拠点に、桶幸アーバングループとして地域の皆

にある仏壇仏具店・桶幸アーバンホール・家族葬の平安会

「命輝く感動社会を創造する」を経営理念に掲げ、本社

おけ

鳴門市撫養町南浜字東浜484
電
話：088-685-3801
営業時間：8:15～17:30
定 休 日：年中無休
U R L ：http://www.okeko.jp

スマートフォンやパソコンで 桶幸ウチダ造花 検索！

Work Shop

けますよ。

見るだけでも楽しい、
季節の商品がたくさん♪

ぜひビール好きな方 あまびえ疾病退散香
へ♬
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知っておきたい水害対策

大雨時の避難はいつ、どこへ？
今年の梅雨最盛期の大雨、九州地方では五十年に一度の記録的な大雨が発生し、大きな被害が
ありました。これから台風が増える季節が訪れるにつれて、いつ自分の身に降りかかってくるか

今年

月からスタートした

「 発送電分離 」

☆ 今までと何が変わったの？

災害や故障などによる停電を送配電カンパニーが、

早めの避難が大切ですが、も

地域では、

危険がある

ク、消毒液は必ず余分に準備しておき

ナウィルス感染対策のためにも、マス

ルバッテリー、マスク、消毒液（コロ

着替え、タオル、貴重品、水、モバイ

対応するようになりました。

し既に家屋が浸水してしまっ

ましょう。）

の新電力に加入している方も、同じ送配電カンパ

避難時の持ち物

たり、道路が冠水している場

日常生活の中で行える
シュミレーション

・防災バッグを見直す。
・家族でハザードマップの再確認する。
など日常生活の中で、できることを少

新電力に乗り換えたからといって停電時の復旧

これからも安心

ている方も、鳴門ガスのエネワンでんきや、その他

した会社です。今後、四国電力さんで電気を契約し

送配電カンパニーとは、四国電力さんから分社化

☆ 送配電カンパニーって何？

そうはいでん

合は屋外への避難が危険な場

ニーが対応していきます。

合もあります（人は、水の中
で思ったように動けません）
自治体の避難情報や最新の気
象情報を確認し、避難が困難
な場合は、頑丈な建物の二階

再確認する。

・散歩中にマンホール、側溝の位置を

浸水害の

分かりません。私たち徳島県民も、災害への備えをもう一度確認しましょう。

集中豪雨や台風などによっ
て、水害や土砂災害などが発
生するおそれがあるとき、ど
の情報をもとに、どのタイミ
ングで避難行動をとるべきか
まとめてみました。
「警戒レベル③」の時点で高
齢の方や乳幼児、障害のある
方など、体が不自由で避難に
時間がかかる方たちの避難を
始めてください。その他の方
も非難の準備をしたり、自主

四国電力
送配電カンパニー

で

検索！

を後回しにされるということはなく、全世帯の復

※他の地域の方は

以上に垂直避難するようにし

■ 0120-410-105
■ 088-656-4601

的に避難を始める段階です。

送配電カンパニー
徳島支社

旧を平等に行ってくれます。

町、北島町、藍住町、板野町

しずつ取り入れてみてはいかがでしょ
うか。

石井町（一部を除く）神山町、松茂

ましょう。

勝浦町、上勝町、佐那河内村

決してレベル⑤を待たず、レ

徳島市、鳴門市、小松島市

ベル④が出たら危険な場所か
ら全員避難しましょう。

4

停電時には
送配電カンパニーへ連絡を！

水害避難時に注意すること
■ 避難ができないときは高いところへ行く

オレンジカフェ
気温が30℃を超える真夏日がもうそこに…

ワンちゃんを飼っている方にぜひおすすめです♡

夏の暑い日差しを防ぎつつ、室

内の温度上昇を防ぐには、入って

くる太陽熱を元から遮断してくれ

重い「よしず」や「すだれ

窓の上のボックスに
収納するスタイル。
使わないときもすっ
きりスマート

る「シェード」がおすすめです。

45

％し

％も

度も

3.5 83

カーテンだけでは太陽熱を

かカットできないのに対して外付

日よけの「シェード」なら

カットします。室内は最大

下がり、光熱費の節約に効果的な

」を片付けるのが面倒。見た

▲ 体に密着させても維持できる
理髪店向け専用のハンドシャワー採用

目が気になる・・・など、そ

（ミニチュアダックス）

カット

んなお悩みも「シェード」が

シャンプー
気持ちよかった
ワン♪

８３ ％

解決してくれます。夏の暑さ

れんくん3歳半（ミックス）

太陽の熱

をすっきり解消しましょう！

■ 給水・給湯
排水管の接続
■ 水栓柱の設置
■ ガーデン流し
すのこ設置

日よけ シェード
のです。

お散歩後のペットの足洗いも

全身シャンプーも手軽に、お湯

【工事内容】

愛犬れんくんとお友達のだっくくんです。
二人ともすごく仲良しです♪

だっくくん1歳半

と水のシャワーが使い分けでき

ご紹介コーナー

るので、寒い季節でもストレス

なく使えます。猫や小型犬から

鳴門市 Ａ様
今までは、お風呂場でシャンプ
ーしていたので、びちゃびちゃ
になっていましたが、これから
は外で開放的にシャンプーでき
ます。ご近所の方との交流も増
え良かったです。

大型犬まで、ペットのサイズ問

お客様の声

わず洗えます。他にもガーデニ

今回ご購入いただいた

ングや洗車に。レジャー用品の

【専用防水パンを併用する場合の施工例】

お湯も使えるシャワー

お手入れにも便利ですよ。

・・
お外で

専用生地により色褪せ
や劣化に対する耐久性
を確保しています

光をほどよく採り込
みながら外からの視
線はしっかりカット

テイクアウトはじめました
「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！
●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。

2020年８月号

冬
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８月 日まで限定でドレッシング
とテイクアウトメニューをセット
で購入した場合のみ ％割引キャ
ンペーン開催中です！

鳴門市撫養町黒崎字松島6-15-105
（井川テナント内）
営業時間：9:00～18：00（定休日：日・祝）
TEL：088-684-2018
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ご意見・ご感想等ご記入ください。

テイクアウトは
毎週 金・土の
２日間のみ実施
となります。
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子育てライフ
今、まさに虫ブームが到来し

ております。ダンゴムシやちょ

うちょ、セミの抜け殻を触りな

がら興味深々に観察しています

自分の手のひらにのせて『ほら

見て～！』と嬉しそうに見せて

くれるのですが、虫嫌いの私は

心の中でうわぁ～！と叫びなが

らも『かわいいね！』と明るい

声を振り絞っています。

娘の虫ブーム

応募方法は裏面をご覧ください。

いつまで続く

かな～♪

プレゼント付きクイズ＆
読者アンケート

「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

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

チケット情報は
ここからも
ご覧になれます

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。

さだ まさし

存在理由～Raison d`être〜
さだまさし コンサートツアー2020

日時：１０／３０（金）6:00PM
会場：鳴門市文化会館
料金：全席指定￥8,800

高嶋 ちさ子

発売：８/２９（土）

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2020～2021

日時：１０／２５（日）3:00PM
会場：鳴門市文化会館
料金：全席指定￥6,500
※ 新型コロナウィルス感染症の予防対策として、チケットを2枚以上購入のお客様は会場規定によるソーシャル
ディスタンス確保のため、お客様同士の間隔があいたり、前後の並びでのお席になる場合がございます。
予めご了承下さい。

発売：９/５（土）

稲川 淳二

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト
日時：８／２８（金）6:30PM
会場：レクザムホール（香川県県民ホール・小ホール）
料金：全席指定￥5,600
好評発売中

あいみょん

AIMYON TOUR 2020”ミート・ミート”

日時：１２／５（土）6:00PM
１２／６（日）4:00PM
会場：愛媛県武道館
料金：指定席￥7,500

（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。

発売：８/８（土）

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。

新型コロナウィルス感染症の影響で公演の開催情報が急遽変更、中止になる場合もございます。※未就学児のご入場は、お断りさせて頂きます。
連番でのご購入をいただいても間隔をあけた座席配置となっているため、隣りあったお席ではありません。予めご了承くださいませ。

※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】夏の暑い日差しを防ぎつつ、室内の温度上昇
を防ぎ、入ってくる太陽熱を元から遮断して
くれる〇〇〇〇とは何でしょうか？

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♪

プレゼント付クイズ＆読者アンケート

ー右記のハガキに解答欄がありますー

「オレンジカフェ」係

行

キリトリ線

アロマと水をミスト化して香りを広げる「超音波式」

・水のミストでエッセンシャルオイル
本来の香りを楽しめます。
・水が無くなったら自動的に電源が切
れる安全設計です。
・長寿命のLEDライト内臓なので
ルームランプとしても使えます。
本
体：約φ80mm×H159mm
本体重量：約492g（ACアダプター含まず）

発

前

（フリガナ）

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９月下旬頃予定）
次回は１０月発行予定です！

１．男
２．女

生年月日

昭和・平成・令和

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。

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！

解答欄

（1）シェード

読者アンケート

表

オレンジカフェ

名

性 別

（ファックス）０８８－６８５－８５１６

お

（2）シャッター

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. 水害対策
□3.送配電カンパニー □4. シェード
□5.お外でお湯が使えるシャワー
□6.美味フーヅ
□7.子育てライフ
□8.チケット情報 □9. 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9月10日消印有効

