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株式会社 沖ガス

炎でつながるあなたとの絆
★ガス・ガス器具販売
★業務用ガス器具・ステンレス厨房設備
★ガス給湯器
★システムキッチン

〒904-2143
沖縄市知花5丁目36番1号
TEL（098）939－4635
FAX（098）939－6087
E-mail okigas@crux.ocn.ne.jp

URL http://okigas.com/
新暦

旧暦

行事名

行事内容

６月６日

５月４日

ユッカヌヒー

各地の漁港でハーリーが行われ豊漁と安全を祈願する

６月１７日

５月１５日

五月ウマチー

稲の初穂祭。農作物の豊作を祈願する。

お子様も楽しめるコーナー
盛りだくさん♪

「七宝(しっぽう)焼き」
体験ｺｰﾅｰ♪
「金魚すくいコーナー」

最新のガスコンロや
システムキッチン
家電製品など
もりだくさん！

※リフォームのご相談や、御見積りもお気軽にお問い合わせ下さい。
ち
ゃ
ん
ぷ
る
ー
市
場

ぜひご家族で
ご来場ください。

ピエロのファンキーさんから
風船のプレゼントもあるよ♪

ご来場いただい
た方へは粗品を
差し上げます！

沖ガス
コハマの
はちみつ

～ 営業時間のお知らせ ～
営業時間

AM9：00～PM１８：00（月～土曜日）

（料金等のお問合せに関しては営業時間内にお願いいたします。）
ゲストルーム

※営業時間外・日曜日・祝日の緊急時は年中24時間対応します。
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かりゆし通り

ファミリー
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ちばな
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当社では、液石法により定期的に保安点検を行っております。
（４年に一度の大事な点検）ガス漏れやガス器具に異常がないかを点検致します。（無料）
点検時にお会いできなかったお客様も再度点検にお伺いしますので
ご連絡ください。 （事前にご連絡いただければ、土・日・祝日もお伺いします。）

★お電話でのご予約受付は夜間も対応しております★

大雨などによってガス給湯器内部へ雨水が侵入し給湯器がミス着火して、
使用できなくなる事があります。
ガス給湯器は、通常ある一定内の気象条件は考慮して作られていますが、
一定量以上になる雨水の侵入は当然あります。

原因としては
点火装置（スパークプラグやコード）の湿気による電気の短絡や、機器内部
の各種通信ケーブルの湿気による誤作動。古くなった機種では永年の機器
内部へのホコリやゴミの付着物が湿気によってトラブルが発生しやすく
なります。
集中豪雨や台風時にガス給湯器がご使用できないときは、日にちをおいて
内部乾燥することによって、復帰することがあります。
（ガス給湯器は、電気により点火・制御していますので停電時は使用できません）
空気を取り
入れる給気口

調子が悪い時はご連絡下さい。

災害のときに、容器バルブを閉めることは二次災害の防止にも役立ちます。
容器バルブの閉止は時計と同じ右回しです。
（一人住まいのお年寄りの方などは、みんなで助け合いましょう。）

～ ご協力願い ～
行事などで、通常よりもガスを多く
ご利用される予定がある方、家族が増
える方はガス切れ防止・安全供給の為、
弊社までご連絡をお願いいたします。
貸出用バーナーや
ボンベをご利用される
方は、前日までにご連絡
をお願いいたします。

～事務所からのご案内～
平日お仕事でお忙しいお客様のために、
ガス料金の自動振替の手続きも行っております。
・沖縄銀行 ・琉球銀行 ・海邦銀行
・コザ信用金庫 ・沖縄県労働金庫
・ゆうちょ銀行 ・沖縄県農業協同組合

自動振替をご希望の方はお気軽に
ご連絡ください。（引落日：毎月１５日）

ハーリーイベント情報
ハーリーとは、旧暦の５月４日に漁師が海の恵みに感謝し、安全や豊漁を願う行事で、爬流船という船で
競いあいます。県内各地で行われますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

☆前兼久ハーリー ６/６（木) 前兼久漁港内
☆平安座ハーリー 6/9（日） 平安座南港湾内
☆屋慶名ハーリー 6/16（日） 屋慶名漁港内
※天候等により変更もあります。
☆北谷二ライハーリー6/23（日） 浜川漁港

心と身体の健康回復センター
活性酸素って何？悪影響は？
活性酸素は、人間に本来備わっている免疫機能の一種です。「活性」といっても生き生きしてい
るという意味ではありません。「他の物質と結びつきやすい」性質を持った酸素のことです。
活性酸素発生のメカニズムについて毎日新聞より、どんな工場でも生産活動により必ず産業
廃棄物が出ます。産業廃棄物が処理能力を超えて作られると公害が生じ、環境に悪影響をも
たらします。
体内でもエネルギー源の燃焼に利用された酸素は最終的に水素と結びつき、
水となる過程で、廃棄物といえる体内公害物質・活性酸素を発生させます。
また、体内に入った酸素は細胞内で様々な物質を酸化させ、酸素そのものが
還元される過程で、大気中のものより活性の強い酸素の親類やその関連物質
ができ、人々の健康に悪影響を及ぼしているのです。と解説されています。

＜体内酸化を引き起こす活性酸素＞
鉄が空気に触れ赤く錆びることを酸化と言いますが、同じことが
人体内部でも起きています。体内に生産した活性酸素が人の組織を酸化させ、
老化を始め癌、動脈硬化などの様々な生活習慣病を引き起こしているのです。
一方科学物質、医薬品、添加物、排ガスなどの汚染物質は肝臓で分解＝解毒されます。この時に活
性酸素を発生するのもが、発癌性物質です。加齢とともに増えるシミ（老人斑）やシワは皮膚組織
が活性酸素によって酸化されることから増加します。このような酸化は
当然心臓の筋肉や脳の細胞にも生じます。

脳の老化にも活性酸素は大きな影響を及ぼしています。年を
とったネズミに活性酸素除去剤を投与すると、そのネズミの記
憶や体力が回復することの実験で判明しています。
＜日本SOD研究会誌より＞

次回は抗酸化について
摂取したい食事などを
ご紹介いたします。

（株）スタート・ライン
心と身体の機能回復センター
〒904-2141
沖縄市池原５丁目2-13
ボディケアセンターKASTUMI
デイサービス一歩
℡098-938-7330
http://sutartlni e -oki.jp

応募締切
２０１９ 年 ６月 ３０日
FAX ０９８－９３９－６０８７

６月号ク イ ズ コ ー ナ ー
（答えを○で囲んで下さい）

１、沖縄伝統のハーリーとは何を漕いで勝負するでしょうか？
イ）、ガラスボート ロ）、はりゅう船
ハ）、ヨット
２、新紙幣が発行されるのは何年後の予定でしょうか？
イ）、３年後
ロ）、５年後
ハ）、１０年後
３、沖縄の夏野菜の定番ナーベーラーとは？
イ）、へちま
ロ）、きゅうり
ハ）、なす

住所

：

氏名

：

電話

：

✿ ４月号解答 ✿
イ）、三浦大知 ハ）、唐辛子
ロ、 ヨット
イ）、自動お掃除機能

４、次のうち天ぷらを美味しく上手に揚げる温度とは？
イ）、80℃
ロ）、180℃
ハ）、280℃
キ

リ ト

リ

４月号クイズ当選者発表
沖縄市
沖縄市
沖縄市
沖縄市

金城 様
具志堅 様
米須 様
東恩納 様

沖縄市
沖縄市
沖縄市

沖縄市
金城 様
うるま市 石川 様
うるま市 新垣 様

喜友名 様
高江洲 様
比嘉 様

まつもと食堂
沖縄市松本6-9-9
☎098-938-8917
営業時間
AM 10：00～PM 15：00
定休日 日曜日
★当店人気メニュー★
１、スキヤキ ２、骨汁（限定５名様） ３、日替りランチ
その他にも、多数のメニューがございます。
ぜひ、ご来店下さい！
お待ちしております(^_^)/

ＷＩＮＧ ＫＩＮＧ
北谷町伊平411
第一東和ビル１Ｆ
☎098-936-8986
営業時間
午前11：00～午後9：00
定休日 月曜日
人気のオリジナルソースチキンやボリュームのある
アメリカンサイズのサンドイッチをぜひお召し上がり
下さい。お待ちしております

沖縄市美里3-19-8
☎098-937-1717
営業時間

Lunch 平

日 11：30～17：30
（ﾗｽﾄ 17：00）
土・日・祝 11：30～18：00 （ﾗｽﾄ 17：30）
Dinner 18：00～23：00 （ﾗｽﾄ 22：30）

気軽にインド料理を楽しんでいただけるお店です。
多くの方に楽しんでいただけるよう、すべてのカレーで
辛さの調節も可能です。もっちもちで甘いこだわりの
ナンはおかわり無料!!!心よりご来店お待ちしております。

抽選で全問正解者10名様に
お食事券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！
今月ご紹介のお店でご利用できるお食事券
3,000円分を差し上げます!!応募方法は集金担当
者への手渡し・来店・FAX・郵送のいずれかの方法
でご応募下さい。
FAXで応募される方は、解答欄や住所が見え
づらい場合がありますのでご注意ください。
FAX番号098-939-6087

