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● やがみ団地のお花屋さんブログ

● トーヨーリフォームホームページ

検索やがみ団地のお花屋さん

http://ohanaya3.exblog.jp/

検索トーヨーリフォーム

http://www.toyo-reform.jp/
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地域のお店を紹介

矢上団地のガス料金は
原料費調整制度を導入しています

【令和2年7月～9月ガス料金】

為替レートや原油価格の変動に合わせて
3ヶ月ごとに料金変更を行っています。

計算方法＝基本料金 +（ガス使用量×単位料金）

0㎥～ 8㎥ 1,045.00円

1,683.00円

4,367.55円

421.35円

341.60円

252.11円
8.1㎥～30㎥
30.1㎥以上

使用量範囲 基本料金 単位料金

カフェオモテ
( かわら畳店 )

アンケートに答えてトクしちゃおう !!

アンケートキャンペーン（コンロ編）

※お送りいただいた個人情報は当選者への連絡・けやき通りのお問い合わせ対応にのみ使用いたします。　※プレゼント当選は発送をもって代えさせていただきます。

ハガキ

メール

応募
方法

応募
方法

応募締切：2020年7月31日（金）必着

リンナイのココットプレート
オリジナルミトン

Local information

No.01

＆ Q1.IHと違ってガスコンロは停電時でも使えることはご存知ですか？
Q2.お宅のガスコンロには火災事故を防ぐための安全センサーがついて
いますか？

　※2008年4月以降のガスコンロにはすべてのバーナーにセンサーが搭載され、
　　火災事故が大幅に減少しています。

Q3.魚焼きグリルは調理に使用していますか？
　※リンナイコンロ付属品のココットプレートならグリル内をほとんど汚さず調理
　　できます。（一部機種には付属なし）

Q4.グリルで焼くパンがトースターで焼くよりもカリカリで美味しいのは
ご存知ですか？

　※パンを焼いている時はパンの水分が勢い良く蒸発し、その水蒸気でガードされ
　　るため、魚などの匂いはつきません。

Q5.コンロの炊飯機能を使っていますか？
　※専用炊飯鍋を使えば15分程で出来たてのホカホカご飯が召し上がれます。
Q6.携帯のアプリと連動させて自動で調理してくれるコンロをご存知ですか？

　矢上町で100年、現在3代目が継ぎ、4代目が京都で修行中の
かわら畳店さん。その一角で始められたカフェです。
　矢上珈琲の杜さん、日見Takelinaさんの自家焙煎スペシャリ
ティコーヒーや、直産果物や野菜を使った自家製マフィンやパ
フェなどがご用意されてます。
　「おひとりでふらりと立ち寄れる場所、ホッとひと息つける場所、
日常から離れる場所、そんな場所になれれば
幸いです。」とのこと。
詳しい情報はインスタグラムを
ご覧ください。

〒851-0133長崎市矢上町 9-19
かわら畳店となり（東長崎中学校前）
TAKE OFF BLD. 1F
TEL 095-838-3736
●駐車場 ：あり

カフェオモテ
Instagram

矢上団地外、ボンベによる供給のお客様は検針日 ・振替日 ・
ガス料金設定ともに異なります。
ご確認されたい方はお手数ですが東洋ガスまでご連絡ください。

※税込み

レンタルストーブ・ファンヒーター
返却のお願い

レンタルストーブ・ファンヒーターは

安全にご利用いただくために、毎年回収し点検・清掃を行い

当社で保管の後、あらためて貸し出しとなります。

東洋ガスまで返却のご連絡をお願いいたします。

現在の営業時間は
火・木・土

13:00～17:00

和風モダンな畳屋さんのカフェ

①～⑤の情報をご明記の上、 ハガキ又はメールにてご応募ください。
アンケートに答えていただいた方に抽選で「リンナイのココットプレート
オリジナルミトン」を10名様にプレゼント!!
①アンケート（Q1～Q6）  ②住所  ③名前  ④年齢  ⑤電話番号

〒851-0115  長崎市かき道 3丁目1-11
「東洋ガス 読者アンケート係」まで

E-mail : toyogroup@nagasaki-toyo-reform.com
タイトルに「東洋ガス 読者アンケート係」

【読者アンケート】
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パート・アルバイト

ガスの検針員さん
仕事内容

勤務時間

ガスメーター検針員
（矢上団地内・約300件）
月のうち決められた１日
※原則毎月19日、土日祝日の場合
　18日や20日に変更
朝８時～ 16時の間で６～７時間

ある程度の体力と集中力、土地勘が必要です。

まずはお気軽に東洋ガス837‒1174までお電話ください。

詳細は
面接にて。

資格不要

未経験者
大歓迎

緊急募集

長崎ペンギン水族館

8 種類のペンギンたちに出会える水族館♪国内最大級！！

ジェンツーペンギン

キングペンギン ヒゲペンギン

ミナミイワトビペンギン

フンボルトペンギン

マゼランペンギン

ケープペンギン

コガタペンギン

ヒミちゃん アバちゃん

夏ギフト
2020

一人ひとりの想いを伝える
“夏ギフト”を取り揃えております。
カタログはお店にございますので
お気軽にお立ち寄りください。

夏ギフト
やがみ団地のお花屋さん

花苗の移動販売

お花の贈り物のことなら、“やがみ団地のお花屋さん”におまかせください。
お誕生日・各種お祝いやプレゼント、お悔やみ、お供えなどのお花の贈り物。
ご用途に応じたフラワーギフトを、当店のスタッフが心を込めておつくりします。

毎週金曜日午後から花苗の移動販売で矢上団地をまわっています。
車を見かけたらお声がけください。
お電話いただけたらおすすめの花を積んでお宅にご訪問します。

庭木のお手入れ・剪定・草刈り作業などのお庭の手入れを承ります。 
庭仕事のお困り事はお気軽にご連絡ください。

ちいき情報
子ども

地域のお役に立てる情報が満載 !! 詳しくは各広告のお問い合わせ先まで

橘エンデバー
ソフトボールチーム
練習場所　近隣公園
練習日時
　毎週月・木…16～18時
　毎週土曜日…13～18時

問い合わせ先
090-5476-7207（上戸まで）

問い合わせ先　子育て支援施設「ひだまり」
　　　　　　　095-838-8618

子育て支援拠点施設『はらっぱ』
場　所  かき道3丁目1-11（矢上団地地区センター）
時　間　月～金10時から12時

「子育ては独りじゃない！」
  地域の中で安心して子育てができるよう応援します！

どなたでも利用できる"あそび "と交流のこども園です。
月・水・金曜日には毎週イベントを計画しています。
はじめての方や遠くにお住まいの方でもお気軽に遊びにきて
ください♪
※新型コロナウイルスの感染予防対策としてオゾン発生器の設置と、
入室前の検温・手指の消毒にご協力をお願いしています。

私たちと一緒に楽しくソフト
ボールをしませんか？
未経験者も大歓迎です！！
詳しくは下記の電話までお問
い合わせください！！

育てやすい！暑さに強く、日陰でも
よく咲きます

　梅雨の晴れ間にみる木々の緑が目に鮮やかに映ります。
　中国武漢市を発生源とする新型コロナウイルスは、中国政府初期対応
の遅れにより世界的な流行となっています。その後、日本でも感染拡大し
緊急事態宣言まで出されましたが、大変な時には皆で助け合うという日本
人の心と行動によりこのコロナ禍を乗り越えることが出来ました。今後発
生が予想される二次、三次の感染もきっと乗り越える事が出来るでしょう。

春から梅雨にかけてすくすくと育った植物にお庭を占領されていませんか？
お花屋さんが夏のお庭づくりをお手伝いします。
「庭はジャングル。あまりにひどくなったら草むしりする」という、
お忙しいあなたにもオススメです！！

お花屋さん
特集

TOPICS

勤務時間など、ご相談に応じます。

お問い合わせ先 （なぎさ：光武まで）☎813-3921

介護スタッフ募集!!

小学生のお友達
女の子も

参加できます

あいさつ 濵田　恒之代表取締役社長 　さて、地域の情報誌として発行してまいりました「けやき通り」は令和
２年夏号より紙面を刷新し、より皆様に身近な生活情報を紙面の中心に
おいた地域情報誌として生まれ変わります。私たち東洋ガスも大変な時
には皆で助け合うという日本人の心と行動により社会インフラを支える一
企業として地域貢献する企業活動を進めます。

　引き続き、「けやき通り」ともどもご愛顧いただけますようお願い申し上
げます。

遊びにおいで!!

６月１日より開館を再開しましたが、
イベントは中止しております。

〒851-0121 長崎県長崎市宿町 3番地16　TEL：095-838-3131
開館時間 9：00～ 17：00　※年中無休

ヒミちゃん アバちゃん

今植えるならコレ！ あなたらしいステキな庭にしよう！

Before

After

夏の庭を鮮やかに !!

お手頃にあなた好みの
花を咲かせよう！

11月 3 日東洋ガス感謝祭 中止
（代替案検討中）

夏のオススメの花

トレニア
夏の花壇には欠かせない、高温と
乾燥につよい丈夫な植物です

日々草
八重咲きはバラによく似ていて
お庭が華やかになります

インパチェンス
庭植えなら水やり不要なくらい
高温乾燥に強い花です（過湿は×）

ガザニア

以下のイベントは新型コロナウイルス感染防止の観点から
中止が決定されました。

自社イベントのお知らせ

リクエストに応えて
アロエの苗も
準備中です !!

●長崎東部地区夏まつり花火大会
●橘小学校区夏まつり大会

●矢上くんち
●八郎川慰霊の灯


