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みんなの笑顔
ぎゃらりぃ夢乃蔵

自然とふれあう
はんだ山車まつり
ごんぎつねの湯

鬼崎漁業協同組合
吉野屋
柏屋
食と健康の館

故郷おいしさバンザイ

皆さまを支える地元の販売店
知って安心 LPガスのお話し

家田製菓株式会社
南知多観光ホテル大新

お宅訪問

皆さまの笑顔



自 然
と

ふれあう

山車絵巻に酔いしれる
感動と興奮

亀崎潮干祭（国指定重要無形民俗文化財）
亀崎潮干祭は、海より祭神が上陸したという
伝説から５輌の山車を海へ曳き下ろす勇壮
なもの。また山車に飾られた精巧なからくり
人形も見どころです。

▲５年に一度３１輌勢揃い
 ！

はんだ山車まつりはんだ山車まつり

第７回はんだ山車まつり 平成２４年１０月６・７日開催
◎お問い合わせ：「はんだ山車まつり実行委員会」  電話：０５６９－８４－０６３４

昭和54年に開催（第1回）された「はんだ山車
まつり」は、今年で7回目を数えます。半田市に
は10地区31輛の山車があり、春になると各地
で祭礼が行われます。そして5年に1度、会場を
めざし31輛の山車が集結します。歴史的には、
17世紀末（元禄期）頃から、氏神様に奉納する
行事として始められたといわれています。

昭和54年に開催（第1回）された「はんだ山車
まつり」は、今年で7回目を数えます。半田市に
は10地区31輛の山車があり、春になると各地
で祭礼が行われます。そして5年に1度、会場を
めざし31輛の山車が集結します。歴史的には、
17世紀末（元禄期）頃から、氏神様に奉納する
行事として始められたといわれています。

山車には、大幕・水引・
追幕の３種類の幕が
飾られ、その中には、岸
駒や福田翠光などの著
名な絵師の下絵に金
糸・銀糸などの刺繍を
施した幕もあります。

刺繍幕

▲山車文化の素晴らしさを案内し
ていただいた、愛知県エルピーガ
ス協会中央支部長・鷹羽さん（右）
と同協会知多東分会長・籾山さん
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●東海ガス株式会社
（担当：花井弘光取締役  営業本部長）
いつもお使いいただき、ありがとうございます。ご来場され
たお客様がいつでも満足してお帰りいただけるように、私
たちは万全の体制を整えています。これからもLPガスの
安定供給に努めてまいりますので、よろしくお願いします。

私が
担当

自
然
と
ふ
れ
あ
う

▲レストランの入り口

童話作家・新美南吉のふるさと童話作家・新美南吉のふるさと
半田天然温泉

ごんぎつねの湯
半田天然温泉

ごんぎつねの湯

男湯と女湯に流れる滝は、摂氏59．1度の源
泉を40～42度の温度に調整した100%天然
の温泉です。平成11年10月のオープン、今
年で13年目を迎える「ごんぎつねの湯」は、
あくまでも和の佇まいにこだわり、木の香り
が浴室や休憩室に漂い、日本庭園に囲まれ
た露天風呂や歩行湯など、すべてに忘れか
けていた温もりを感じさせてくれます。

●住所：半田市平和町５－７３
●電話：0569-27-8878
●開館時間：１０：００～２２：００
   （２２：００受付終了、２２：３０閉店）
●定休日：第２・第４月曜日
   （祝日の場合営業、翌日休）
●入泉料：大人８００円　子供４００円
　　　　　幼児２５０円　３歳以下無料

▲休憩室

▲自然と一体になった
気分が最高ですよと、
支配人。　　  効　 能　

○深度：地下1,500ｍ
○泉温：摂氏59.1度
○泉質：ナトリウム塩化物強塩泉
○浴用の適応症：神経痛・筋肉痛・関節痛・
　慢性消化器病・冷え症・疲労回復・慢性皮
　膚炎・病後回復期

露天風呂

▲

男湯と女湯に流れる滝は、摂氏59．1度の源
泉を40～42度の温度に調整した100%天然
の温泉です。平成11年10月のオープン、今
年で13年目を迎える「ごんぎつねの湯」は、
あくまでも和の佇まいにこだわり、木の香り
が浴室や休憩室に漂い、日本庭園に囲まれ
た露天風呂や歩行湯など、すべてに忘れか
けていた温もりを感じさせてくれます。
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●ヤマイチプロパン商会 
 （担当：山田雄三さん）
「夢乃蔵」さんが武豊町の観光のシンボルとして発展され
ますよう、夢と未来と感謝の気持ちをプロパンガスに乗せ
てお届けします。

私が
担当

みんな
の
笑 顔

大正13年に建築された「夢乃蔵」は、名鉄知多武豊駅とＪＲ武豊駅
を結ぶ「みゆき通り商店街」の中心にあり、古民家を生かし平成18年
7月にオープン。美しいガラス作品の数々や焼き立ての手作りパンな
ど、ぶらりひと休みできるくつろぎ処として人気のスポットとなってい
ます。

ぎゃらりぃ

 夢乃蔵
ぎゃらりぃ

 夢乃蔵

ぱん工房
お昼頃に焼き上がる手作りパンは、
お持ちかえりはもちろん、店内でも
召し上がれます。
◉ぱん工房では、随時手作りパン
　教室を開催しています。

硝子工房
愛知県を基点に活躍するガラス
工芸作家の作品を展示・販売す
るギャラリー・スペース。ステンド
グラス、サンドブラストやトンボ玉
などの個性豊かな魅力にあふれています。
◉ガラス作品を自分で手で作ってみたいという方
　は、この工房で体験できます。

▲オープンでアットホームなカフェ。

▲子供に人気の楽しい
パンもいっぱい。

瓦でもわかる新旧の建物

天然酵母を使
った手作り製
法にこだわる
パン作りの名
人・長沢晶子
（アキコ）さん。

▲
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み
ん
な
の
笑
顔

旧国鉄武豊駅で貨車の方向転換に使われて
いた転車台。国内ではここにしか現存しない
大変貴重な鉄道文化遺産です。平成21年度
には国の登録有形文化財に指定。回転ポット
台として親しまれています。

旧国鉄武豊港駅転車台

明治19年3月1日、県下では最初の鉄道として
国鉄武豊線が開通。かつては、武豊港に向か
って線路が続き、約1ｋm先の武豊停車場（武
豊港駅）が武豊線の起点となっていました。武
豊町発展の象徴でしたが、1965年（昭和40年
に廃止になりました。港の発展と共に歩んだ
武豊町、明治44年各港の貿易額では、なんと
全国10位の取り扱い高でした。

国鉄武豊線の歴史

味噌・たまり 武蔵屋
世界に誇る日本の味、「味噌」「たまり」の醸造蔵6社
の商品が一堂に並ぶ「武蔵屋」。味噌蔵の街並みを
散策したあとは、伝統の味に触れてみましょう。

▲味噌樽

▲転車台ポケットパーク

▲武豊町商工会事務局の
久田充事務局長と後藤佳代さん

▲明治23年3月東京で印刷発行されたもので
「海陸大演習之図」と題され、明治天皇を中心
に時の高官名も列記された貴重な錦絵である。

●住所：知多郡武豊町道崎 55-6  ●TEL&FAX：0569-73-7883
●営業時間：８：３０～１７：００  ●定休日：日・月曜日
●http://www.taketoyo-sci.or.jp/yumenokura/index.html

【六つ蔵せんべい】
各蔵元の代表的な6種類の「たまり」を使い、それぞ
れ「味くらべ」が楽しめる六つ蔵せんべい。職人が一
枚一枚「たまり」を刷毛で塗りあげたもので、うるち
米は国産品100%。香ばしさは格別です。

―小さな町の大きな歴史―

【豆味噌】
大豆に麹をつけた
豆麹のみで作る豆
味噌は、全国でも
東海地方特有の味
噌として知られて
います。
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故 郷
 おいしさ
バンザイ 伊勢湾に面し、木曽川からの自然に恵まれた豊かな

漁場。もっと豊かな海にしようとさまざまな取り組み
を行っている「鬼崎漁業協同組合」。海苔づくりは、50
年も前から行われて、いまや県内でも有数の海苔産
地として知られています。

鬼崎といえば海苔
鬼崎漁業協同組合

▲鬼崎漁業協同組合代表理事
竹内政藏さん

▲ホタテガイの種付け

豊富な栄養
に恵まれ、美
味しい海苔が
収穫できます。▲

海苔ができるまで

▼支柱漁場養殖❷

海でのりを育てます。支柱を使った方法と網を海に浮かせた方法があります。

▼全自動乾燥機加工❹

摘んだのりを製品にします。漉きから乾燥
まで

大きな機械を使います。

❹❹❹摘み取り ▼浮き流し漁場

❸

のりは、専用の船
で摘み取ります

。のり網に

潜って摘むので
、「もぐり船」と呼

ばれます。

▲ホタテガイの種付け

❷

❹▼浮き流し漁場

❶種付け ▼陸上採苗

のり網にのりの種（胞子）を付
けます。今では

水車を使って陸上で行います
。
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●油亀商店 
 （担当：伊藤史郎さん）
二度焼きなど、昔ながらの製法と原材料にこだわった手焼き
のえびせんべい屋さんです。お客様のご要望に応じたえび
せんべい作りも可能です。

私が
担当

●油亀商店
私が

●油亀商店

創業は昭和の初め、海老せんべいを作ってから80数年。現在は
3代目のご主人で、二度焼きなど昔ながらの製法と地元の原材
料にこだわった手焼きの海老煎餅屋さんです。
「LPガスの温風で生地を乾燥するのですが、停電に関係なくガ
スを供給してくれるので助かっています。」と、ご主人からLPガス
のよさをお話しいただきました。

海老生地 海老煎餅

●住所：常滑市西之口７ー８８　●営業時間：９：００～２０：００
●TEL：0569-42-0301/FAX：0569-42-0313  ●定休日：火曜定休

▲ご主人の水野さんと奥さま

吉野屋

▲かすみ（左）、
　海老華（上）、
　胡麻松風（右）　　

えびの香りがとくに強い
「海老華」は絶品▼

▲はじめはこんなに小さなせ
んべい

▲型入れ

▲焼き板上で加熱

▲焼き上げる

▲美味しいせんべい

故
郷
お
い
し
さ
バ
ン
ザ
イ
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故 郷
 おいしさ
バンザイ

●テグス屋
 （担当：森田員行さん）
歴史ある柏屋旅館さんはお料理自慢のお宿です。厨房で暖
房でLPガス大活躍中！！
がっちりサポートしています。

私が
担当

●住所：知多郡美浜町野間字畑中４５  ●TEL：0569-87-0051  
●FAX：0569-87-0091  ●http://www.kashiwayaryokan.net/

ふぐ・地魚の宿

柏 屋
弘法大師様参りの方の宿として、明治時代の初めか
らの宿。現在のご主人は6代目で、知多半島ではも
っとも古い旅館として知られています。
ご主人に美浜町の観光で、いま一番の話題になっ
ているものをお聞きしますと、開口一番、「源義朝御
膳」です。料理は四季折々の地元産の魚が中心で、
平清盛の終生のライバルであった源義朝の物語り
にふさわしい工夫もお楽しみですと、紹介していた
だきました。

▲ご主人の畑中さんと奥さま

▲源義朝御膳（ランチ）2,000円[要予約]
※ご希望に合わせて夕食用・義朝御膳も
　用意されています。

 義朝公の
 像とお墓
（野間大坊・
 大御堂寺）

●平家と源氏の旗印だった紅白
　にちなんだ「源平鍋」で、火に
　掛けると赤ビーツが溶けだし
　て白から赤に変わります。
●平治の乱で平清盛に敗けて、
　野間に逃れついた時、義朝が食べたとされるおこわを盛り込んであります。
●入浴中に殺された義朝公。せめて小太刀の一本でもあれば…と、義朝公のお墓に
　は刀を型どった護魔木が奉納。この護魔木を器に地元の美味が盛られています。

源義朝御膳
木太刀の護摩木

▼

ビーツ ▼
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●美浜町液化石油ガス協同組合　
 （担当：天木勝さん）
開館来のLPガスのご利用、誠にありがとうございます。本年
4月から新体制でのスタート、おめでとうございます。これから
も組合一同できる限りの応援をさせていただきます。

私が
担当

●住所：知多郡美浜町大字小野浦字西川 1 番地　●TEL：0569-83-3600　●FAX：0569-83-3611 
●開館時間：９：００～１７：００  ●休館日：火曜日（年末年始12/28～1/4） ●http://www.shio-yakata.com/

美浜の自然を活かした体験型観光・製塩施設美浜の自然を活かした体験型観光・製塩施設

食と健康の館
2005年4月に美浜町・小野浦海岸に
オープン。「自然との共生・食と健康」
をテーマとする新しい体験型観光・製
塩施設です。

●ポンプで枝条架の上部に送り上げられた海水を竹の枝
に流し、風や太陽熱により海水の水分を蒸発させます。
それを繰り返すことで水分が取れ、塩分の強い水がで
きます。これが鹹水（かんすい）です。
●鹹水は大きな釜で約4時間煮詰められ、できた塩を天
日干しすることで塩が完成します。にがりは、煮詰めた
後に取り出します。

▲鹹水をつくる流下式枝条架塩田（りゅうかしきしじょうかえんでん）施設【美浜の塩とにがり】

▲毎日限定15食の穴子ひつまぶし

甘みの中に、ほんのりと
塩味がして美味しい

ソフトクリーム

▲まろやかな自然
海水塩を使用した
オリジナル商品

製塩の工程を
わかりやすく説明
していただいた
中村竜弘館長

▲

▲「美浜の塩」ができるまで

故
郷
お
い
し
さ
バ
ン
ザ
イ

私が
ランチを
作って
います！

▲
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お宅
訪問

●ヤマトガス株式会社
 （担当：大岩英史さん）
日頃は、LPガスのご利用、ありがとうございます。これからも
できる限りの応援をさせていただきますので、よろしくお願い
します。

私が
担当

ポン菓子の

出張実演

お米がふくらんで“パッカン”と大きな音がすると出来
上がる昔懐かしい「ぽん菓子」。創業32年目を迎えた
家田製菓は、こだわりの味をモットーに、菓子ダネとし
て、約20種類のうるち米・赤米・黒米・ひえ・あわ・き
び・はと麦など、いろいろな雑穀を加工して、ふわふわ
サクサクの楽しいお菓子づくりに挑戦しています。
また出張実演も好評で、イベントや企業のお祭りなど
から呼ばれるとのことです。

家田製菓株式会社
ポン菓子、ぽんせん雑穀パフ

▲子供からお年寄りまで
広い人気のあるぽん菓子。

▲菓子ダネとなるキビ（左）と

うるち米。
▲無添加な雑穀からたくさん

の

ユニーク菓子が生まれていま
す。

▲ポン菓子直販所

●住所：知多郡南知多町大字豊丘字山田３７
●TEL：0569-65-0964　●Fax：0569-65-2281
●営業時間：９：００～１７：３０（平日） / 土日祝
臨時休業有　●http://www.pongashi.com/

＜ぽん菓子出張実演・費用目安＞
基本料：30,000円
（約3時間・実演5～10回・材料・加工賃含）

雑穀をこの中に
入れて加熱・加圧
するとあっという
間に出来上がり。

▲

▲家田製菓（株）の
家田保代表
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●内海ガス株式会社
 （担当：内田圭さん）
いつもLPガスをご利用くださいまして、ありがとうございます。
今後も安全で、安心してLPガスをお使いいただけますよう
努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

私が
担当

アットホームな旅館。豊富な漁場に恵まれた魚
の宝庫とされ、おいしい海鮮料理が楽しめます。
夏場は海水浴やマリンスポーツを楽しむ人で
にぎわい、最近では細かい砂の美しいビーチ
からビーチバレーやジェットスキーなど、スポ
ーツイベントや大会が盛んに開かれています。
また、近くには、アスレチック・味覚狩り・バーベ
キューなど、ファミリーで楽しめる遊びの施設が
たくさんあります。

南知多観光ホテル 大新南知多観光ホテル 大新
ゆったり・さっぱり天然温泉

●住所：知多郡南知多町内海温泉
●TEL：0569-62-2211　●FAX：0569-62-0826
●http://www.h5.dion.ne.jp/̃dai.shin/

▲ホテルの入口

▲四季折々の海の幸が調理されるきれ
いな厨房

▲お部屋に設置された露天風呂（
7室）

全日本
学生ライフ
セービング大会
も開催

（2011年9月）ビーチ
スポーツが
年々盛んに
なる美しい海。

セミナーなどにも、
ぜひご利用ください
と、２代目のご主人・
内田新三さん

▲

お
宅
訪
問
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皆さまを支える地元の販売店

常滑市

暮らしに欠かせないガスを扱う仕事は、地域の発展とゆたかな暮らしの実現
に貢献する「地域密着型」の事業です。現在、知多南部地域には68軒のLP
ガス販売店が快適で便利な暮らしの提案だけでなく、安全に関わる重要な
仕事として、取り組んでいます。

  （有）マツシマ 一ノ割１４－１ 0569-35-4418
  （株）モリシ太商店 栄町５－７０ 0569-35-2650
  嶋助商店　 榎戸町２－６１ 0569-42-0457
  稲垣商店　 塩田町１－１７０ 0569-35-2342
  （資）伊奈新 奥条３－９６ 0569-35-2027
  米健商店 苅屋町２－７０ 0569-35-4030
  常滑市エルピーガス協同組合 古場字高ノ城１２７番地 0569-35-5200
  （株）稲葉エネクス 古場字高ノ城１２７番地 0569-35-5200
  桝角商店 山方町１－６８ 0569-35-3232
  大和屋 山方町２－１１３ 0569-35-2766
  （資）油亀商店 小倉町４－１８３ 0569-42-0035
  中井石油（株）ガス事業部 西之口１－２８ 0569-42-2178
  両元産業（株） 大曽町５－１３ 0569-35-6400
  （資）後藤商店 大野町４－１６８ 0569-42-0136
  常滑ガス（株） 錦町１－１５８　 0569-35-3962
  （資）前田商店 保示町２－１ 0569-35-3721
  （有）改元屋住宅設備 本町２－１３４ 0569-35-6701

常　滑　市
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

12

13

14

15

16

4 16
8

11 17
5

6 13 15 12 10
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半田市・
武豊町

  山田商店 乙川市場町２－５６ 0569-21-0406
  山豊商店 乙川内山町１４ 0569-21-0785
  三洋プロパン商会 乙川浜側町１－２ 0569-23-3059
  （有）浅井商店 岩滑中町３－１８ 0569-21-1300
  ニイミ産業（株） 半田支店 亀崎町５－２２６ 0569-28-0007
  日通プロパン知多販売所 向山町３－３５－３ 0569-21-3946
  （有）丸勘商店 住吉町２－９６ 0569-21-1290
  冨士五商店 住吉町７－４９ 0569-21-1110
  手島ガス住設（株） 昭和町３－２８ 0569-22-3211
  東邦液化ガス（株） 半田営業所 港本町３丁目７０番地 0569-28-5421
  （株）ミツウロコ 知多店 新居町７－１２０ 0569-28-0736
  ガステックサービス（株） 半田営業所 新生町２－４０－１ 0569-27-8781
  （株）アスク 新池町１－２０５－７ 0569-29-3030
  （有）マルセイ 前田町１４２ 0569-28-0476
  岡村商店 東洋町３－３５ 0569-21-5272

  （有）開港屋 ヒジリ田５０－１ 0569-72-0330
  （有）油清商店 玉貫販売所 迎戸１３６－１ 0569-72-0596
  （有）三井商店 天神前２－１０７ 0569-72-1886
  ヤマイチプロパン商会 長尾山７７ 0569-72-0253
  （有）油清商店 大足販売所 道仙田２６ 0569-72-0237
  （株）トヨダヤ 富貴南側２１ 0569-73-0303
  武豊ガス（有） 里中１３９ 0569-72-0053

半　田　市

知多郡武豊町

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

35

36

37

38

39

34

33

30 31 23 37 19

26

20
39

38

36 22 27
29

24

25

21
33

12



美浜町・
南知多町4247

49 62 41

51

43

48

46

 　 大和燃料（株）   河和亀ケ坪１５９－１０９ 0569-82-1101
 　 テグス屋 野間北向井４５，４７合地 0569-87-0066
 　 （有）竹部喜三郎商店 奥田海道田８８ 0569-87-0012
 　 伊藤精米所 奥田石畑３２７－１ 0569-87-0102
　 美浜町液化石油ガス事業協同組合 河和亀ヶ坪１５９－１０９ 0569-82-2690
 　 （株）三協石油 河和北屋敷４０－５ 0569-82-0160
 　 （有）旭屋 上野間越智８５ 0569-88-5005
 　 （有）かじよし 上野間的場８－２ 0569-88-5061
 　 ヤマトガス（株） 販売所 河和亀ヶ坪１５９－１０９ 0569-82-1101
 　 美浜ガス（株） 河和字亀ヶ坪９５番地の１ 0569-82-1525
 　 小鈴商店 野間本郷１－７ 0569-87-0072
 　 あいち知多農業協同組合 奥田ＬＰＧふれあいプラザ 大字奥田字儀路４５２－１ 0569-87-1488

知多郡美浜町

 　 源四商店 篠島堂山４０－１０ 0569-67-2117
 　 （株）丸中百貨店 師崎鳥東３８番地 0569-63-0038
 　 （有）富田石油 日間賀島小戸地１５－１８ 0569-68-2024
 　 中村住設 片名新師崎１２－１６ 0569-63-1036
　 藤井商店 篠島神戸１１６ 0569-67-2290
　 筒井商店 篠島神戸２８６－２ 0569-67-2654
　 斉藤商店 篠島神戸７７ 0569-67-2107
　 兼井石油（株） 大井北側２１ 0569-63-0345
　 鈴安商店 大字篠島字照浜９の３ 0569-67-2104
　 共和ライフ（株） 内海営業所 内海長城２０－１ 0569-62-0075
　 内海ガス（株） 内海南側９－１ 0569-62-3211
 　 北河石油店 日間賀島字里中６１ 0569-68-2114
 　 （有）鈴木石油店 日間賀島新井浜１７ 0569-68-2017
 　 大田プロパン 日間賀島北地３３ 0569-68-2059
　 鈴円（有） 日間賀島浪太６ 0569-68-2015
　 豊浜ガス（株） 豊丘駒帰８４－１３ 0569-65-0322
　 （株）丸福青山住設 豊浜月の浦１－９２ 0569-65-0448

知多郡南知多町
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節電量
約230kWh／年
節約額
5,000円／年

節電量
約350kWh／年
節約額
7,700円／年

Siセンサーコンロ

立ち消え
安全装置

過熱防止装置

今
日
か
ら
で
き
る
、エ
ル
ピ
ー
ガ
ス
で
節
電・節
約
。 

電子炊飯ジャーでご飯を炊いて保温するのではなく、
必要な分だけをガスコンロで炊くことが省エネにつ
ながります。もちろん、いつも炊きたてですから、と
ても美味しくいただけます。 

自動炊飯機能付のガスコンロなら、炊飯キーを押す
だけで、直火炊きのご飯をカンタンに炊くことがで
きます。ご飯はやっぱり、エルピーガス。美味しさが
違います。

ご飯と同じように、お湯も電気ポットで沸かして保温
するより、必要な分だけをガスコンロで沸かす方が
省エネです。電気ポットが倒れて火傷した、という心
配もありません。

今のガスコンロには、すべてのバーナーにSiセンサ
ーを標準装備。お鍋が高温になったときや、消し忘
れたとき、揚げ物の油の温度が上昇したときなど
は自動で消えて、調理中の「うっかり」を防いでくれ
ます。

設定温度まで暖まると自動的に設定温度を下げたり、燃焼を停止し
て暖め過ぎを防ぐ、経済的なエコ運転を採用。ガスだから、石油スト
ーブのような燃料の買い置きや、補給の手間がいりません。点火時・
消火時のイヤな臭いもなく、いつも安全で快適です。

ガスコンロは、お手入れのしやすさも大
きな特徴。ゴトクを外して、さっとひと拭
きするだけで、油汚れも取れてきれいに
なります。

ご飯は、必要な分だけ、
ガスコンロで炊く。

ご飯はやっぱり、
エルピーガス。

お湯も、必要な分だけ、
ガスコンロで沸かす。

Siセンサー付で安心・安全。

フラットな天板で、
お手入れカンタン。

すぐ暖まるガスファンヒーター。
エコ運転で経済的です。

※電気ポットは、3Lを沸かし10時間保温した場合（東京ガス調べ）

※電子炊飯ジャーは、1日1回炊飯して12時間保温した場合（東京ガス調べ）

知って安心 LPガスのお話し
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社団法人 愛知県エルピーガス協会
〒460-0011 名古屋市中区大須4ー15ー12
TEL：052-261-2896　FAX：052-261-2898
http://www.aichilpg.or.jp

郵便はがきにクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、上のアンケートの答えを書いて下記へご
応募ください。また当冊子についてのご意見・ご感想が
ございましたらお書き添えいただければ幸いです。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただ
きます。

クイズの答え
①□□□
②□□□
③□□□
●郵便番号・住所
●氏名・年齢
●電話番号　　
●アンケート（1～４）
   「ご意見・ご感想」■締め切り：平成 24年 9月30日（当日消印有効）
はがき裏面の記入例※クイズ正解の方から抽選で100名さまに図書カードをプレゼントいたします。

アンケートにご協力ください。
1.本誌の入手先　2.本誌の全体の印象は？　3.面白かった記事は？
4.面白くなかった記事は？　

29号クイズの答えは、①リッキー  ②樫  ③足助

物産、観光、歴史、芸能など、地域がもつ
さまざまな魅力をクイズで楽しく紹介。
ヒントは、本誌の中にあります。じっくり
読んでクイズに挑戦してください。

源氏の旗印は白、平家は赤。白い鍋の汁が赤へと変わる
など、ユニークな工夫が人気料理の名前は？

知多南部地域

問題
１

塩をつくる工程で、太陽熱と風で海水の水分を蒸発させ、
塩分の強い水をつくります。この時にできる水の名前は？

問題
3

文化の粋を集めた豪華な山車が31台。勇壮な曳きまわ
しが見どころなまつりの名前は？

問題
2

◎３つの問題の答えを書いて（漢字、ひらがな、カタカナ可）、下記へご応募ください。

愛知県エルピーガス
お客様相談所

052-261-2833

図書カード
100名様
プレゼント


