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みんなの笑顔
大池公園
聚楽園の大仏
マンゴー知多農園
焼肉 喰い亭

自然とふれあう
みどりと共生するまち
阿久比町

JAあぐりタウン げんきの郷
木の山産 山の芋
味三昧 みかど
大府給食センター

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

おかき屋 辰心
手打ちそば処 樹庵
新舞子まなビレッジ南浜荘
ミルクショップ 知多農場

お宅訪問

皆さまの笑顔



「ホタル観賞会」
ボランティアのお願い

自 然
と

ふれあう
阿久比の
たからもの
ヘイケボタル

阿久比町は昭和58年より町をあげて「自然と人間の共生、ホタ
ルを守ろう」を合言葉に、生息分布調査や保護・育成など、さま
ざまな活動に取り組んでいます。

町民の憩いの場である「ふれ
あいの森」にはホタル養殖場
があります。ここには、ヘイケボ
タルのエサとなる巻貝の養殖
池があり、ホタル専門員が飼
育に取り組んでいます。

毎年6月下旬に開催されるホタル
観賞会。夏の風物詩として、すっか
りお馴染みとなっていますが、人手
不足のため2日間だけしか、ホタル
を開放することができず、もっと多
くの人々に楽しんでいただきたく、
お手伝いをしていただける方を募
集しています。

みどりと共生するまち阿久比町みどりと共生するまち阿久比町

ホタルの拠点
ふれあいの森

阿久比町マスコットキャラクター「アグピー」

▲

▲ホタル保護活動に
力を注ぐホタル専門員
加川満さん

ホタル養殖場では、1年を通じてホタルの
生態を観察することができます。

▲

幼虫のエサ（巻貝）の
情報を提供してください！

幼虫のエサがなかなか確保でき
ません。田んぼや水路などで小さ
な巻貝やタニシがたくさんいる場
所を見つけたら、ぜひ教えてくだ
さい。
◎連絡先：建設環境課環境係
◎電 話：0569-48-1111
　　　  （内線317）

幼虫のエサがなかなか確保でき幼虫のエサがなかなか確保でき
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●有限会社マルカ桜屋商店 （担当：榊原和宏さん）
こだわりぬかれたお肉で人気のステーキレストランです。ラン
チタイム時には、お得なランチメニューもあります！
ＬＰガスのご利用、誠にありがとうございます。

私が
担当

鉢の木の石川一佐さん

▲▲ステーキランチ

自
然
と
ふ
れ
あ
う

れんげと
阿久比米

　　　　　　　　  阿久比町は古くから
　　　　　　　　  米どころとして知られ
豊かな土壌で栽培される米を総称して
「阿久比米」と呼んでいます。阿久比米の
中でも、秋に種をまき、春に咲き誇るレン
ゲソウを有機肥料とした「れんげ米」は、
特別栽培米としてマスコミでもたびたび
紹介されています。

阿久比町では毎年、11月の上
旬に町民の皆さんが丹精込め
て育てた「みんなの菊花展」が
開 か れます。会 場では約
3,000鉢の菊が所狭しと飾ら
れ、地元の小中学校の生徒さ
んからも出展されています。

近くに「れんげちゃ
ん」の田んぼがあり、
のんびりしたひと時
を過ごせるヒレス
テーキ専門のお店
です。

▲きれいな「れんげ」の花を水田にすき込み肥料
としてできた阿久比のお米「れんげちゃん」。
ぜひ、ご賞味くださいと竹内五一さん。

鉢の木 知多郡阿久比町大字植大字森後 45-7
0569-48-2132

町をあげての
菊づくり

▲花びらが16枚、皇室の
御紋のモデル「一文字」。

阿久比町では毎年、11月の上阿久比町では毎年、11月の上
旬に町民の皆さんが丹精込め旬に町民の皆さんが丹精込め旬に町民の皆さんが丹精込め旬に町民の皆さんが丹精込め
て育てた「みんなの菊花展」がて育てた「みんなの菊花展」が
開 か れます。会 場では約開 か れます。会 場では約
3,000鉢の菊が所狭しと飾ら3,000鉢の菊が所狭しと飾ら3,000鉢の菊が所狭しと飾ら
れ、地元の小中学校の生徒され、地元の小中学校の生徒され、地元の小中学校の生徒さ
んからも出展されています。んからも出展されています。んからも出展されています。んからも出展されています。

▲花びらが16枚、皇室の▲花びらが16枚、皇室の
御紋のモデル「一文字」。御紋のモデル「一文字」。御紋のモデル「一文字」。御紋のモデル「一文字」。 ▲阿久比町菊花連合会会長の

新海芳郎さん
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みんな
の
笑 顔

四季を通じて草花が咲き誇り、美しい自然にふ
れることのできる公園。池周辺の自然林を生か
した散策路・動物舎・花しょうぶ園・温水プール
など、多くの市民に親しまれています。

明治時代に一代で財を成した「山田才吉
（さいち）」翁が私財を投じて建立した座
身長18.79ｍの大仏。日本一の大きさを誇った仏像で「昭和天皇御成婚記念」として造
営されました。守口漬けの発明者としても有名な才吉翁は、大仏の北に「聚楽園」とい
う旅館を建てられ、この旅館で昭和12年1月に息を引きとりました。86歳でした。いまは
聚楽公園として、花祭りが行われるなど市民の憩いの場となっています。

政治や教育事業の指導者として、江戸時代に大きな影響を与えた平洲
は東海市の出身。37歳のときに米沢藩（山形県）の藩主となる当時14歳
の上杉治憲（鷹山ようざん）の先生にむかえられ、平洲は全力をそそい
で教育にあたりました。鷹山は17歳で藩主になると、農業や産業を振興
し、藩財政を一代で立て直し、名君とうたわれました。平洲と鷹山の終生
かわらぬ師弟の交わりは、人々が忘れてしまわないほど深いものでした。

大池公園
東海市民のオアシス東海市民のオアシス

聚楽園の大仏
東海市民のシンボル

◎らんらんバス「しあわせ村」下車
◎名鉄電車「聚楽園駅」下車、東へ徒歩5分

江戸時代最大の学者
細井平洲（ほそいへいしゅう）（1728年～1801年）

◎らんらんバス「大池公園」下車
◎名鉄電車「太田川駅」から知多
　乗合(知多バス)「荒尾住宅」行きなどで
　「大池公園」下車

▲春には梅・桜、初夏は花しょうぶ、
夏は花火（毎年8月第2土曜日）と
みどころいっぱいの大池公園。

など、多くの市民に親しまれています。など、多くの市民に親しまれています。
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み
ん
な
の
笑
顔

マンゴー知多農園
ＬＰガス屋さんがマンゴー作り

●武一株式会社 （担当：竹内知広さん）
喰い亭さんは美味しい焼肉に豊富なお酒、店員さんの元気と
笑顔に溢れたお店で、お腹も心も満たしてくれます。
今後もLPガスの供給を通してお役に立てるよう、最大限のサ
ポートさせていただきます。

私が
担当

▲坂野清幸さん

20年前から始めたマンゴー作り。最近では、地元の高校生たちに手伝ってもらう
ことで“農業は良い”ということを教えるのが楽しみという代表の坂野さん。ＬＰガス
屋さんも営んでいる坂野さんは「ガス屋は勉強熱心、果物
の作り方に関する本を約2,000冊も読んで研究したよ」と、
250本の木から6t～7tも出荷される農園経営のやりがい
をお話しいただきました。

上杉鷹山公と細井平洲先生の歴史的な深いつなが
りの中で米沢牛を使っている焼肉喰い亭。お客さま
のご要望に合わせて利用できる「ＶＩＰ
ルーム」「しきられたテーブルスペース」
などのほか、車いすのお客さまも気軽
にご来店いただけるよう「身体障害者
トイレ」も完備された居心地の良い店
内設計もおすすめです。

東海市富貴ノ台五丁目214
052-601-3148

焼肉 喰い亭

250本の木から6t～7tも出荷される農園経営のやりがい
をお話しいただきました。

▲坂野清幸さん

の作り方に関する本を約2,000冊も読んで研究したよ」と、
250本の木から6t～7tも出荷される農園経営のやりがい250本の木から6t～7tも出荷される農園経営のやりがい
をお話しいただきました。

市内唯一の米沢牛取扱い焼肉店

上杉鷹山公と細井平洲先生の歴史的な深いつなが上杉鷹山公と細井平洲先生の歴史的な深いつなが
りの中で米沢牛を使っている焼肉喰い亭。お客さま

ＶＩＰ
ルーム」「しきられたテーブルスペース」

車いすのお客さまも気軽
にご来店いただけるよう「身体障害者
トイレ」も完備された居心地の良い店

上杉鷹山公と細井平洲先生の歴史的な深いつなが
りの中で米沢牛を使っている焼肉喰い亭。お客さま

み
ん
な
の
笑
顔

20年前から始めたマンゴー作り。最近では、地元の高校生たちに手伝ってもらう
ことで“農業は良い”ということを教えるのが楽しみという代表の坂野さん。ＬＰガス
屋さんも営んでいる坂野さんは「ガス屋は勉強熱心、果物
の作り方に関する本を約2,000冊も読んで研究したよ」と、

東海市富貴ノ台五丁目214
052-601-3148

の作り方に関する本を約2,000冊も読んで研究したよ」と、
250本の木から6t～7tも出荷される農園経営のやりがい

ご宴会も無料送迎バスにてきっちりサポート！ 
　お気軽にご相談くださいとのこと。

▲

●知多半島初のエクストラコールド  　　　　　　
●東海地区初登場！！エクストラコールドブラックの販売店です。▲

▲6月～7月に収穫時期を迎え
るマンゴー　▲ハウス内温度は30度をこえる

東海市加木屋町中井道 122-3
0562-33-8929
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故 郷
 おいしさ
バンザイ

天然温泉
めぐみの湯

▲足湯・ちゃぷーん

広いスペースに地元の生鮮食品がいっ
ぱい。たまご、オレンジカリフラワー、７
種類もあるさつまいもや浅漬けなど、豊
富な食材がずらり。

家族みんなで1日中楽しめる
JAあぐりタウン
げんきの郷

年間約200万人が訪れる「ＪＡあぐりタウン げんきの郷」。オープンして12年、まる
で朝市のようなにぎわいを見せる直売所「はなまる市」。オープン以来、品揃えも品
種も増え、トマトだけでも約20品種と地元農家ご自慢の品々が並べられています。

大府市吉田町正右エ門新田１－１
0562-45-4080

URL http://www.agritown.co.jp/

農

こころの芯まで温まる天然温泉は古代か
らの贈り物。和風露天風呂、ヒーリングサ
ウナなど、さまざまな癒しが楽しめます。
また県下最大級の足湯も人気です。

癒し

ファーマーズマーケット
はなまる市

▲常滑焼陶製浴槽

▲洋風大浴場「ザブ～ン」 ▲洋風露天風呂

▲オレンジカリフラワー

▲７種類もあるさつまいも
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あなたと一緒にすくすくを育む
すくすくヶ丘

小さなお子さまとママがゆっ
くりくつろげるエリア。げんき
の郷オリジナルのスイーツ
が楽しめるカフェなど、開放
的な空間がいっぱい。

食

とれたてにひと手間かけるから
できたて館

地元の新鮮食材をさらにお
いしく調理し、まごころこめ
てお届けしています。

食

とれたての地元
食材を贅沢に使
った和食レストラ
ン。ゆったりくつ
ろげる座敷席や
個室もあります。

四季の野菜を活かした食彩処
だんらん亭　食

的な空間がいっぱい。

小さなお子さまとママがゆっ
くりくつろげるエリア。げんき
の郷オリジナルのスイーツ
が楽しめるカフェなど、開放

とれたてにひと手間かけるから

地元の新鮮食材をさらにお

が楽しめるカフェなど、開放が楽しめるカフェなど、開放

とれたての地元
食材を贅沢に使
った和食レストラ
ン。ゆったりくつ
ろげる座敷席や

四季の野菜を活かした食彩処
だんらん亭

▲明るい雰囲気のテーブル席

四季の野菜を活かした食彩処

地元の新鮮食材をさらにお
いしく調理し、まごころこめ

四季の野菜を活かした食彩処

とれたてにひと手間かけるから

地元の新鮮食材をさらにお

四季の野菜を活かした食彩処四季の野菜を活かした食彩処四季の野菜を活かした食彩処

故
郷
お
い
し
さ
バ
ン
ザ
イ

大府のぶどう生産量は県内でも上位を占め、市内には
観光ぶどう園もあり、ぶどう狩りの名所としても人気を集
めています。また、巨峰ジャムや添加物を一切加えてい
ないぶどうジュースもお土産の人気者となっています。

▲げんきの郷を案内していた
だいた井土弘美さん

日間賀島の恵みをお届け
する島のそうざい屋

▲
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故 郷
 おいしさ
バンザイ

▲わが町自慢の木の山芋は、美
容と健康づくりにも効果があるん
ですよ。

●イトープロパン株式会社 （担当：伊藤頼一さん）
日頃はLPガスをご利用下さいまして有難うございます。
おいしい料理で地元に愛され、親しまれる「味三昧みかど」さんを
応援します。

私が
担当

大府の代表的な特産品大府の代表的な特産品
木の山産
山の芋

大府市木（こ）の山区では昭和40年頃から山の芋の栽培がはじまり、現在は、品質、
食味に優れねばりも強く、高級料理、上等和菓子をはじめご家庭のスタミナ食とし
て、名古屋を中心に年間およそ30トンを出荷する一大生産地を形成しています。
なだらかな丘陵斜面の畑と山砂質土に恵まれ、さらに毎年、山砂を入れ替えて栽
培をしているので、表土が深く、肥沃な土が山芋栽培の最適地となっています。

伊勢芋を使った郷土料理

味三昧 みかど
大府市西部で収穫される最高級の木の山産・山の芋（伊勢
芋）をふんだんに使ったみかど自慢の伊勢芋料理。デザート
まで山芋を使ったすばらしい伊勢芋コースなど、ここでしか
楽しめない郷土料理を、ぜひご賞味
ください。日本料理やすし、中華料理
のおいしいお店とも知られ、なんと
200種類のメニューから自分だけの
お気に入りを見つけることもできる
楽しい「味三昧みかど」さんでした。　

大府市中央町四丁目33番地
0562-48-0220

◎お問い合わせは
ＪＡあいち知多・大府営農センター
0562-47-2108

▲麦とろ御膳▲木の山芋御膳 ▲うなとろひつまぶし
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●丸菱商事株式会社 （担当：八木博幸さん） 　
いつもおいしいお弁当を届けていただきまして、誠にありがとうござ
います。今後も安心、安全でLPガスをお使いいただけますようがん
ばりますので、よろしくお願いいたします。

私が
担当

栄養バランスの
メニューで提供！

健康で楽しい食事の提供

大府給食センター
私たちは民間企業の社員向けに、昭和41年から地元の食材を
活かした食事の提供をはじめています。現在、オフィス、工場、寮
だけでなく、会議用の仕出しやご家庭での祝い・仏事向けとして、
日曜・祭日も対応するなど充実した行事メニューの開発に努め
ています。

故
郷
お
い
し
さ
バ
ン
ザ
イ

大府市横根町名高山 1-33
0562-47-1525

山の芋は「畑のウナギ」といわ
れるほど、栄養価の高い食物。
滋養たっぷり、カロリー控えめ
のヘルシー食品として、美容・健
康への意識が高まっている最
近では、女性層に注目されてい
る栄養食品となっています。

「木の山生産組
合」では、山の芋
は滋養が豊富で
しかも味が良い
ことから贈答品と
して、地域限定の
焼酎を造ってい
ます。　

山の芋焼酎「木の山」と山の芋セット ▲
※山の芋焼酎「木の山」は単品でも販売しています。

栄養価

▲地産地消をモットーに家庭的温も
りを大切に調理しています。
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お宅
訪問

●有限会社タケシン石油 （担当：宮本昌宏さん）
私も“岡田っ子”で、子供の頃からお馴染みの「岡田のカツ丼」の復
活をとても喜んでいます。これからもＬＰガスの安定供給に努めてま
いりますので、よろしくお願いいたします。

私が
担当

●中日ガス株式会社 （担当：加藤貞裕さん）
開店より、当社ＬＰガスをご利用ありがとうございます。
今後も安心・安全をモットーに万全の体制で、応援させて頂きます。
宜しくお願い致します。

私が
担当

有限会社タケシン石油 

▲アイデアマンの新美親子

▲安島泰誠さん

あられ・おせんべいの専門店、工場直送のたくさんの商品
が店内いっぱいに並べれている「辰心」さん。創業は約60
年前、本店は地元のたまり場的な存在で、朝はゲートボー
ルのお年寄り、昼間はサラリーマン、夕方は子供たちと一
日中にぎわいにあふれています。

ひきたて、打ちたて、湯がきたての田舎蕎麦をお出しして約30年。お
いしいお蕎麦をご提供するため、素材、食器などあらゆる面にこだわ
りが感じられました。

おかき屋 辰心

地元の食材を使った
とっておきの味わい処

▲鴨なんばんそば
食感が楽しめる合鴨を
つかっています。

▲あられ、おせんべい、お餅、お団子など250～300種類の商品が所狭しと並べられています。

辰心の本店では、地元の名物
として評判だった「岡田のカツ
丼」が復活。半熟目玉焼きが２
つカツの上にあり、サクサクし
たカツのうまさが新鮮です。

手打ちそば処 樹庵

知多市岡田字登り２７番地
0562-56-0280

えっ！おかき屋さんで
カツ丼が食べれる！
えっ！おかき屋さんで
カツ丼が食べれる！

　半熟目玉を自分でくずしならいただく
作業が最高。（岡田のカツ丼６３０円）

▲

知多市大興寺長根 32-116
0562-55-0488

人気の
No３

▲じごくそば
じごくとは釜揚げのことを
いいます。

▲伊勢いも一口そば
一口そばに伊勢芋でつく
ったとろろが絶妙です。

若い女性に
人気のトッポギ
セット。

▲
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●東海ガス株式会社 （担当：花井弘光さん）
日頃は大変お世話になっております。新舞子海岸の近くで、夏は海水浴・
冬は一棟貸切りで忘年会・新年会で安価にご利用できますし周りは公
園になっていますので是非一度足を運んで頂ければと思っております。

私が
担当

●株式会社鷹羽商店 （担当：鷹羽孝男さん）
私もファンで、何度も利用させて頂いています。地元の玉子やくだ
ものなどとともに自ら生産した新鮮な牛乳を食材としたスイーツを
是非味わって頂けたらと思います。

私が
担当

▲小さなお子さまでも楽し
める施設がいっぱいです。
▲小さなお子さまでも楽し
める施設がいっぱいです。

一般宿泊
も可！

オーナーパティシエ
の山本厚子さん

▲
広い敷地に宿泊・レストラン・交通公園・グラウンドゴルフ
場が一体となった海に面した静かな施設。団体さんには便
利な24時間出入り自由に利用できる一棟貸しプランをはじ
め、個人利用では海や夜景を見ながらのんびりと過ごした
い方や冠婚葬祭、親戚訪問時など一般向けの宿泊でも公
共施設ならではのお値打ち価格で評判となっています。

◎ご予約・お問い合わせは　　
　【大駐車場 71台】

一般宿泊一般宿泊

広い敷地に宿泊・レストラン・交通公園・グラウンドゴルフ広い敷地に宿泊・レストラン・交通公園・グラウンドゴルフ
場が一体となった海に面した静かな施設。団体さんには便
利な24時間出入り自由に利用できる一棟貸しプランをはじ
め、個人利用では海や夜景を見ながらのんびりと過ごした
い方や冠婚葬祭、親戚訪問時など一般向けの宿泊でも公

お
宅
訪
問

施設丸々一棟貸プラン
「1泊2日基本研修コース」

料金ポッキリ
12万円！

知多市南浜町 22番地
0562-55-4422

おすすめ！

　　　　●ご利用時間:スタートから24時間対応可
●収容人数:最大52名までご宿泊可能（研修64名まで） ●研修室のご
利用区分:9時～13時、13時～17時、17時～21時 ●無線LAN完備  
●プロジェクター等の使用も料金に含まれています。
※ただし、食事は別途。（お食事パックを合わせてご利用ください。）

「ミルクショップ知多農場」に隣接
する「知多農場」は、100余年の歴
史ある牧場で、ジャージー牛を飼養。
現在、母親牛4頭、24年の春に生ま
れた子牛5頭がいます。そのジャー

ジー牛乳を使ったシュークリーム、チーズケーキ
など、すべて店内で加工しています。「牛乳の加工
や殺菌など、熱を必要とする作業が多く、安定供
給がはかれるLPガスは私たちにとって欠かせな
いエネルギーです」と、PRしていただきました。

ミルクショップ 知多農場ミルクショップ 知多農場 大府市大府町ウド92-278
0562-85-5642

▲カスタードク
リームのクッキ
ーシューと搾り
たての牛乳

▲地元の完熟
したイチジクを
使ったパフェ
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皆さまを支える地元の販売店

大府市・
東浦町

東海市・
知多市

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、知多北部地域には32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。

前列右から武一（株）、原辰商店、あいち知多農業協同組合 知多ＬＰＧふれあいプラザ、（株）丸綱商店
後列右から東福瓦斯興業（株）、東海ガス（株）、上野ガス（株）、中日ガス（株）、タケシン石油 ＬＰＧ販売所

前列右から（株）鷹羽商店、イトープロパン（株）、（株）プラニカ 緒川プロパンガス商会、（有）ムツミ産業、
 （株）富新住宅設備
後列右から丸菱商事(株）大府充填所、マルタケ(株）、原田油店、イワタニ東海（株）名古屋南営業所、
共和ライフ（株）緑営業所 、共和石油（株）
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前列右からマルト商店、（有）マルカ桜屋商店　
後列右から（有）田中商店、（株）エネチタ、
（有）マルショー商会、名古屋プロパン瓦斯（株）
知多営業所
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 イワタニ東海(株)名古屋南営業所 大府市吉田町半ノ木１１０－２ 0562-48-6161
 丸菱商事（株）大府充填所 大府市横根町坊主山１－１３３ 0562-46-2147
 大府市プロパンガス協同組合 大府市横根町坊主山１－１３３ 0562-46-2140
 共和ライフ（株）緑営業所 大府市横根町坊主山１－８９ 0562-48-7563
 （有）吉田石油店 大府市吉田町五丁目３１７ 0562-46-0663
 （有）ムツミ産業 大府市共栄町３－４－４ 0562-47-3329
 共和石油（株） 大府市共栄町８－３－５ 0562-48-0444
 （株）富新住宅設備 大府市共栄町９－１－４ 0562-44-2211
 マルタケ（株） 大府市共和町２－８－１２ 0562-47-2727
 （株）鷹羽商店 大府市月見町１－３７　 0562-47-0125
 イトープロパン（株） 大府市中央町２－１８１ 0562-48-3341
 （株）マルマン 大府市江端町３－１４３ 0562-47-0055
 高圧ガス工業（株）名古屋工場 大府市北崎駒場６６ 0562-47-1266
 （株）プラニカ 緒川プロパンガス商会 知多郡東浦町緒川濁池西５－１ 0562-83-8476
 原田油店 知多郡東浦町生路門田１０１－１ 0562-83-4173
 蟹江プロパン（株）東浦営業所 知多郡東浦町緒川上家左川１２５－６ 0562-84-3180
 武一（株） 東海市加木屋町石田１－２ 0562-33-2111
 東福瓦斯興業（株） 東海市加木屋町大清水５５８ 0562-34-9118
 上野ガス（株） 東海市荒尾町向前田６０－１ 052-604-2771
 （株）丸綱商店 東海市荒尾町北見田１３－１　 052-601-0505
 協栄興業（株） 東海市南柴田町ルノ割４２６－４　 052-601-3111
 中日ガス（株） 知多市岡田字下中田２０－１ 0562-55-2308
 （有）タケシン石油 ＬＰＧ販売所 知多市清水が丘２－８０７ 0562-33-1146
 東海ガス（株） 知多市八幡荒古前３３－１ 0562-33-5168
 原辰商店 知多市八幡樹木４１ 0562-34-8031
 あいち知多農業協同組合  知多市三反田３－６－１ 0562-35-5252 知多ＬＰＧふれあいプラザ
 （株）エネチタ 知多郡阿久比町草木上外六３－１ 0569-48-5588
 名古屋プロパン瓦斯（株）知多営業所 知多郡阿久比町萩字東新田１０ 0569-48-8702
 （有）マルショ－商会 知多郡阿久比町板山本郷６８－１ 0569-48-2587
 （有）マルカ桜屋商店 知多郡阿久比町椋岡道上４－１ 0569-48-6000
 マルト商店 知多郡阿久比町椋岡道上７－１ 0569-48-0259
 （有）田中商店 知多郡阿久比町椋岡道上３３－１ 0569-48-0322
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炊き出し用ガスコンロの使用方法 炊き出し用ガスコンロの注意点

1 ガスコンロのガス栓が閉まって
いることを確認します。

2 着火用ライター・点火棒
等を点火します。

●ガスコンロの直径に比べて著しく大き
　な鍋や鉄板等を載せないでください。
　（CO中毒予防とホース・ガス栓の焼損防止）

●必ず換気のために窓やテント等の一部 
　を開けて風通しの良い状況で使用して
　ください。

3 ガス栓を開けて着
火させ、点火時の
小爆発や火傷に注
意しましょう。

他のライフラインが止まってしまった時でも、LPガスがあれば様々な状況に対応する
ことができます。

災害用バルク
バルク貯槽は、供給に必要
な機器や、調理機器などを
直接接続できるガス栓を一
体化した設備です。災害発生
直後から安全にガスを使用
できます。

LPG車
災害時、ガソリンが手に入ら
ない状態になっても、LPガス
があれば車を動かすことが
できます。
東日本大震災でも大活躍し
ました。 

ガスエンジン発電機
カセットボンベやプロパンボ
ンベが使えるガスエンジン発
電機は、震災時の備えや、キャ
ンプなどのレジャーに使える
便利な発電機です。

災害時に活躍するLPガス

避難所での安全な使い方

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 25年 3月31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？　

30号クイズの答えは、①源義朝御膳（源平鍋） ②はんだ山車まつり ③鹹水（かんすい）

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。

米沢藩の名君上杉鷹山の先生として有名。東海市生ま
れの江戸時代の学者の名前は？

知多北部地域

問題
１

「畑のウナギ」といわれるほど栄養価の高い大府の代表
的特産品の名前は？

問題
3

きれいなれんげの花を肥料としてできた阿久比のお米の
かわいい名前は？（ヒントは○○○ちゃんです。）

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


