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1 大宝幼稚園年長児の作品

どんぐりいっぱい！うれしいな♡
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グリル調理器で

カンタン＆ラクラククッキング♪
【ココットダッチオーブン】

RBO-D2V-1（単品） 定価：15,180円（税込）※対応機種があります。

ナスのラザニア風

作り方

材 料 （4人分）
（所要時間：約60分）

ナス…………………………………… 3本
牛乳 …………………………… 300㎖
ベーコン …………………………… 120g
マッシュルーム煮 ………………… 100g
ミートソース缶 ………………… 約300g
ホワイトソース缶 ……………… 約300g
チーズ
（ピザ用）………………………80g

※リンナイHP 『Smile Cookin'～プロの楽楽レシピ～』
より

ホットケーキミックス ……………… 150g
卵 …………………………………… 1個
溶かしバター …………………………50g
砂糖 …………………………………50g

作り方

①
②

Ⓐ
Ⓑ

開催日時
10/5（火）
10：00～
12：00

内

容

初めてのフレンチ

庄内豚のハッシュドポーク、焼き茄子の
バルサミコマリネ、キノコと根菜のサラダ

久栄堂さん和菓子作り
スイートポテト、秋の上生菓子

家庭で楽しむパン作り
アップルメイプルロール、
ナッツ＆グラハムブレット

季節を楽しむおうちごはん

11/25（木）
10：00～
12：00

庄内豚の味噌チャーシュー、えびと白菜の
中華うま煮、春菊ときくらげのサラダ、
杏仁豆腐の梅ジュレのせ

12/10（金）
9：30～
12：00

抹茶のガトーショコラ
チョコレートのチーズケーキ

12/14（火）
10：00～
12：00

洋菓子教室

魚亭

岡ざきさん和食料理

鮭ときのこのホイル焼き、
南蛮漬け、他

講

師

定員

締切

￥1,200 12名

9/21
(火)

五十嵐順一さん ￥1,000 12名

久栄堂菓子舗

10/5
(火)

JHBS教師

11/4
(木)

récolte

難波英城さん

参加費

梅田百合子さん ￥1,300 9名
管理栄養士

小林恵美さん
製菓衛生師

菅原恭子さん
岡ざき

岡崎雅也さん

￥800 12名

11/11
(木)

￥1,000 12名

11/26
(金)

￥1,200 12名

12/1
(水)

＊各コースとも申込み多数の場合は抽選とさせて ＊新型コロナウイルス感染状況により中止となる
場合もございます。中止の場合はホームページ
いただきます。
上でお知らせいたします。
＊ホームページ掲載等で料理教室の様子を撮影い
たします。ご協力をお願いいたします。

＊当 社ガスをご利用でない方も参加いただけま
す。お気軽にお申込みください。
＊メニューは変更になる場合がございます。

＊受講者様には、はがき又は封書にて開催 10 日
前までお知らせいたします。
〈お問合せ・お申込み〉

tel 0235-25-0011

パソコン・スマートフォンからもお申込みできます。
鶴岡ガス

検索

※リンナイHP 『Smile Cookin'～プロの楽楽レシピ～』
より

②
①さつまいも、
りんごはサイコロ状に切る。少量の湯で紅茶葉をひろげ、温めた牛乳を加えて、
冷ます。
④
②フライパンにⒶを入れて中火にかけ、
キャラメル状になったら火を止め、
りんごを加えて冷ます。
③ボウルにⒷを入れて混ぜる。さらに①の紅茶と②を合わせ、
さつまいも
⑤
を加えて混ぜる。
④ココットダッチオーブンにオーブンシートを敷いて、③を流し込み、蓋をしてグリルに入れる。
⑤
「ココットダッチオーブン
『ケーキ/パン強』」
を選択し、
タイマーを18分に設定して点火する。
消火後、そのままグリルの中で10分余熱する。
⑥ココットダッチオーブンから取り出し、網にのせて粗熱をとる。
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会場：鶴岡ガス（株）本社

11/17（水）
9：30～
12：00

材 料 （1台分）
（所要時間：約45分）

さつまいも ………………………… 100g
りんご ……………………………… 100g
紅茶葉ティーバック入り ……………… 2袋分（4ｇ）
牛乳 …………………………… 120㎖
りんごジュース ………………… 100㎖
砂糖 …………………………………20g

秋期料理教室のお知らせ
10/20（水）
10：00～
12：00

①ナスは皮をむき、1cm厚の斜め切りにして、牛乳に10分程度、浸けておく。
②ココットダッチオーブンにミートソースの3分の1の量を敷き、それぞれ半量の
ナスとベーコン、マッシュルームを散らす。残りのミートソースの半量を敷き、
ホワイトソースの半量を重ね入れる。さらに残りのナス、ベーコン、マッシュ
ルームを散らし、残りのミートソースとホワイトソースをかける。
③最後にチーズをかけ、蓋をしてグリルに入れる。
④
④
「ココットダッチオーブン」
を選択し、タイマーを15分に設定して点火する。
消火後、そのままグリルの中で5分余熱する。
⑤お好みでパセリのみじん切りを散らす。

茶ケーキ
リンゴとサツマイモの紅

2021 鶴岡ガス(株)

【料理教室の対策】

・開 催時間は約2時間に時間短縮し、定員数
を減らします。
・スタッフ、参加者の方はマスクを着用し、
当日は検温を実施いたします。
・30分おきに室内の換気を行います。
・調 理中はお客様同士の間隔を空けながら
行っていただきます。
・会食は行わずお持ち帰りといたします。

【お客様へお願い】

・当日はマスクを着用してご来場ください。
・当日は検温、体調不良等の確認作業にご協
力ください。
・来場の際はアルコール消毒をお願いします。
・調理中はナイロン手袋とマスクの着用をお
願いします。
・2 週間以内に感染拡大地域への往来があっ
た方は参加をご遠慮下さい。
6

023鶴岡ガス

鶴岡ガス株式会社
70120-250-012

☎ 0235-25-0011
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秋の感謝セール

10/1（金）～12/20（月）

使ってナットク！

ガス温水床暖房
家族みんなにうれしいガス温水式床暖房

温水床暖房
契約が
お得です
（11 月～ 4 月）

秋の感謝セール

ガス展は残念ながら中止となってしまいましたが、今年も秋の感謝セールを
開催致します！！お得なので是非チェックしてください♪

ガス温水式床暖房ならさまざまなお悩みを一気に解決！
家じゅうをぽかぽか暖め、家族みんなが納得の快適な暮らしをかなえます。

秋到来！
！こんな時期のお悩みは？
・長雨シーズンに入り部屋干しが増える
・湿度が高く気温も下がるので 洗濯物が乾きにくい…

6 畳用セットプラン

そんなお洗濯のお悩みも

温水暖房熱源機 ※１
RVD-E2405AW2-3
（A）
517,000円
配管カバー
7,700円
温水マット2回路用
（仕上剤含む） 222,750円
配管部材※２
136,950円
床暖房リモコン
15,950円
合計
※１
※２

価格

（税込価格）

￥550,000

ふっくらやわらか、高級タオルのような気持ちの良い仕上がりに♪

（税込）

￥100,000 引き

高機能タイプ

依 頼は
お見積りのご します！
け
受
お
喜 んで

Q 床暖房って何年使えるの？
A ３０年以上ご使用いただけます。
Q 低温やけどの心配はないの？
A 温水式なら低温やけどの心配を軽減します。
Q 床暖房だけで本当にあったかいの？
A 部屋床面積の約 7 ～ 8 割を敷き詰めれば、
主暖房として使えます。
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部屋干しで生じる生乾き臭もカット！

取付工事費別途

ビルトインコンロと同時購入で更に

床暖房
Q＆A

外干し不要で一年中大活躍！
さらには電気の１/３の時間で乾燥してくれるので、洗濯物がたまりません！

900,350円

浴室リモコン、台所リモコン含む
配管の長さによって部材数量が異なります

セール

衣類乾燥機 「乾太くん」が解決！

スタンダードタイプ

5キロ RDT-52SA

5キロ RDT-54S-SV

・シーツ/毛布コース搭載
・消臭運転
・静電気低減

セール
価格

セール
価格

本体価格 ￥173,800（税込）

￥97,700

（税込）

本体＋専用台・排湿管セット
合計価格

￥123,600（税込）

※扉は左右選べます。

取付工事費別途

セール
価格

セール
価格

本体価格 ¥140,800（税込）

￥76,100

（税込）

本体＋専用台・排湿管セット
合計価格

￥102,000（税込）

※扉は左右選べます。

取付工事費別途
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秋の感謝セール

この冬は「快適暖房」の
ガスファンヒーターにしませんか

トイ ンコ ンロ 実演会
ル
ビ 最新のビルトインコンロで作った

料理の実演試食会を開催します！
ガスコンロならではの“楽しさ”や“美味しさ”を一緒に発見しませんか？

Ａコース
におわない
点火時・消火時も
イヤなにおい
ナシ

手間いらず
燃料切れが
ないのでラク

レンタルなら

メンテナンス不要
シーズンオフはヒーターを回収
当社でメンテナンスして
次のシーズンに
お届けします

安心・安全

スイッチ入れたら
5秒でぽかぽか

ら

レンタル 大 好 評
ガスファンヒーター
A スタンダードタイプ（11畳用）
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●10/13（水）10：30 ～
●11/12（金）10：30 ～
開催場所
鶴岡ガス株式会社（本社）

開催日時
●10/28（木）10：30 ～
●12/2 （木）10：30 ～
開催場所
鶴岡ガス株式会社（本社）

スピーディ

万が一や、
生活
シーンを考えた
安心機能を搭載

月々

開催日時

B コース

500円

（税込）

10月か
付
新規受

B 高機能タイプ（11畳用）
月々

1,000円（税込）

C 広スペースタイプ（15畳用）
月々

1,500円（税込）

メニュー
●炊飯鍋
シンガポール風鶏ごはん
●ココットダッチオーブン
豚肉のハーブ焼き
( ローストポーク )
厚切りベーコンと豆の煮込み

メニュー
●グリルタイマー
鮭ときのこのクリームドリア
●ココットダッチオーブン
鶏モモ肉のコンフィ
●ココット
糖質制限！おからコロッケ

上記の A コース・B コースいずれかを選択してお申し込みください。
定員は２～６名。
応募が多数の場合は抽選となります。
各開催とも開催 10 日前締切りです。
※①ホームページからもお申し込みできます。
②新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合がございます。
③メニューは一部変更になる場合があります。
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私たち鶴岡ガスはこれからも
都市ガスの『安心』
『安全』
『安定』供給に
努めて参ります
都市ガスの原料調達の安定化を図るとともに、道形

さらなる 安 定 供 給 を目指して

都市ガス原料の出荷基地が増えました！
これまで当社では都市ガス原料となるLNG（液化
天然ガス）の納入を新潟県の日本海エル・エヌ・
ジー㈱新潟基地から行っておりました。

工場では製造設備の更新を進めており製造面でも万全

それに加え新たに昨年2020年11月25日より福島

の体制を整え都市ガスの安定供給・安全確保の更なる

県相馬市の石油資源開発㈱相馬LNG基地からも

向上を目指していきます。

LNGが出荷されることになりました。
これにより日本海側と太平洋側

LNGとは都市ガスの主原料である「液化天然ガス」のことです。
天然ガスを液化してLNGを製造する際に硫黄などの不純
物を取り除いており、不純物をほとんど含まないクリーン
なエネルギーです。
LNGはマレーシア、ロシア、カタール、オーストラリア、
アメリカ、ナイジェリアなどからLNGタンカーで日本まで
運ばれます。

の両側からの輸送路が確立され、

鶴岡ガス
道形工場

災害や事故などの不測の事態でも
確実にLNGを輸送し、お客様へ都
市ガスを更に安定して供給できる
体制が実現いたしました。

日本海エル・エヌ・ジー㈱
新潟基地

石油資源開発㈱
相馬ＬNG基地

ロシア

イラク
カタール

アメリカ

マレーシア

インドネシア

ナイジェリア

◀2020年11月25日
相馬LNG初納入

オーストラリア
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「 食 欲 の 秋 」におすすめ！

秋野菜 の 見分け方

さつまいも

にんじん

おすすめポイント

おすすめポイント

●殺菌効果があり、風邪などのウイルス
にも効力を発揮する
●消化機能を高め、血液をサラサラに！

おいしいさつまいもの見分け方

●抗酸化作用のあるカロテンが豊富なので、
がんや動脈硬化、心臓病などの予防に
効果的！

おいしいにんじんの見分け方

●膨らみが均一なもの

●赤みが自然で色むらがないもの

●お尻がしっかり乾燥しているもの

●皮に凹凸がなく、つるんとしているもの

エールくんの
知恵袋
くらしに役立つ情報を
ご紹介します

食欲の秋を健康的に
楽しみましょう！

夏の暑さもようやく和らぎ、秋の気配を感じる季節となりました。
食欲の秋ですが、皆さん食べ物を良く噛んで、味わって食べていますか？
今回は、食欲の秋だからこそ気を付けたい「良く噛んで食べること」と
おいしい秋野菜の見分け方 をご紹介します！

【よく噛むことの効果】
【消化と吸収】

咀嚼をすることで食べ物を細かくし、消化しやすい形に変えることができます。良く噛ま
ずに大きなまま食べ物を飲み込むと、胃に負担がかかり消化不良に繋がってしまいます。

【早食い、過食の予防】

その他にも秋の旬の野菜といえば、里芋やごぼうなど様々な野菜があります！
よく噛みながら季節の食材を頂き、食欲の秋を楽しみましょう♪

鶴岡ガスプレゼントコーナー
主婦の店 鶴岡店
商品券 3,000 円分を
抽選で

3名様に

●応募方法

本誌差込のハガキ、または、官製ハガキ
に、
ご住所・電話番号・お名前・
「主婦の店鶴岡店商品券
希望」
と記入の上、下記までお送りください。

鶴岡ガス（株）
「Hotひといき」編集部
〒997-0023 山形県鶴岡市鳥居町15-22

応募〆切：2021年10月12日 必着
当選発表は、2021年12月発刊予定
「Hotひといき」
Vol.67に
掲載いたします。
（当選者の方には直接ご連絡いたします。）

★「Hotひといき」2021.6（Vol.65）プレゼント当選者発表 ★
●鶴ヶ岡城 御城印

日出一丁目/ナチュラル様、三和町/成沢様、鳥居町/奥田様、
海老島町/大島様、末広町/飯井様

●日清オリーブ＆
純正ごまオイルギフト

青柳町/斎藤様、千石町/和田様、日出二丁目/ラテくん様、
大塚町/まーくん様、青柳町/阿部様

●主婦の店鶴岡店商品券3,000円分

柳田字田中/門脇様、千石町/あんだま様、城北町/伊藤様
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満腹感を脳が感じるには 20 分程度かかります。よく噛むことで食事にかかる時間が長く
なり、少量の食事でも満腹を感じ、食べ過ぎを防止します。

【セロトニンを増やす】

ハッピーホルモンと呼ばれるセロトニン！咀嚼のリズム運動によっても活性化します。
セロトニンは日中につくられ、脳の目覚めや、心身の活力に影響を与えます。

【唾液の分泌】

咀嚼することで唾液の分泌が促進されて、食べ物と絡まって塊をつくることで飲み込み
やすくなり、唾液に含まれる酵素（アミラーゼ）がご飯などのでんぷんを分解して、胃で
消化されやすくしてくれます。

【よく噛んで食べるための工夫】
①急いで食べない

ゆっくりと味わって食べましょう。
噛みごたえのある食べ物は、ひと口 30 回を目安によく噛んで食べましょう。

②飲み物で流しこまない

食べ物が口の中にある時は、極力飲み物を摂らないよう心がけることも大切です。
よく噛むことにより、食べ物が細かくなり、自然に飲みこめるようになります。
参考：日本成人病協会

文部科学省後援

健康管理コラム
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意外に役立つミニミニ情報

長児のみな
さん
幼稚園 年
宝
大

すてきな絵をありがとう

●Vol.66・2021・9発行 ●発行／鶴岡ガス株式会社 〒997‐0023 山形県鶴岡市鳥居町15‐22 TEL.0235‐25‐0011 FAX.0235‐25‐0010
●編集／鶴岡印刷株式会社 〒997‐0854 山形県鶴岡市大淀川洞合1‐1 TEL.0235‐22‐3080 FAX.0235‐24‐8698

こんにちは 大宝幼稚園です！
●木のぬくもり溢れる新園舎。広く明るい遊戯室。
遊び心ある中２階に絵本の部屋。電車が見える開け
た園庭。

のびのびと遊ぶ子ども

● きまりを守り、

進んでよいことをする子ども

● 心身ともに健康で、元気な子ども

●自園調理の温かい給食。
●絵画などの表現力、コミュニケーション力、生活力、
活動意欲を高め、小学校につながる楽しい保育活動。
●音楽的感性を育てる特設音楽教室や中央公民館での
にこにこ発表会。
●子どもにも保護者にも好評なリトミック、サッカー、
英語。

快適ガスライフのパートナー

教 育 目 標
● みんなとなかよく、

● よく見、よく聞き、

よく考える子ども

● 心ゆたかにすなおで、

がまん強い子ども

〒997-0014
鶴岡市大宝寺町１４番１０号
Tel.0235-22-1883
Fax.0235-22-1696

鶴岡ガスショールーム

本社・ショールーム

〒997-0023 山形県鶴岡市鳥居町15-22
Tel.0235-25-0011（代）Fax.0235-25-0010

道形工場

〒997-0011 山形県鶴岡市宝田3-5-1
Tel.0235-23-6607
検索
鶴岡ガス

●キッチン●浴室●リビング各種商品
を取りそろえて、専門のスタッフがお待ちしておりますので

お気軽にお越しください。Tel.25-0011

