
ゲストルーム

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。）

～ 営業時間のお知らせ ～

※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。

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
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今月のゲスト

新暦 行事名 行事内容

12月22日
トゥンジー

冬至
冬至の日に、豚肉や里芋が入ったトゥンジージューシーを
火の神や仏壇にお供えし家族の健康祈願を行います。

BACON BAR
私たちは、カフェ･バーという形態で自家製ベーコンを中心に
お食事と県産クラフトビールをご提供しています。

自家製ベーコンに使う豚やお野菜は地元のものにこだわって
鮮度重視で全てご提供しております。
当店でお出しするパンやピザ（３種）も全て、店内で生地から
準備し毎日焼いております。
ベーコンは５種類、ディナーのメインは日替わりでハンバーガー
ステーキ・ラザニア等盛りだくさん♪
シャルキュトリいう、塩、スパイス、ハーブで熟成させる欧米の
伝統的な加工肉を自家製でご用意し創作料理としてお手頃
価格でご提供し、週末の朝には、お好きなベーコンの味を選ん
で頂くブランチもご用意しています。

ご予約、テイクアウト承ります。
キッズコーナーのご用意もございます。

沖縄市池原３－４－１６ １F
駐車場あり
※ガソリンスタンド隣
TEL：０９８－９２７－５６６２

皆様のお越しを心よりお待ちしております！

★営業時間★
月：６ｐｍ～１１ｐｍ
火：定休日
水：定休日
木：６ｐｍ～１１ｐｍ
金：６ｐｍ～０am
土：８ａｍ～１ｐｍ、６ｐｍ～０ａｍ
日：９ａｍ～１ｐｍ

ラストオーダー
・ディナー 9：30
・ブランチ 12：30

mailto:okigas@crux.ocn.ne.jp


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）

事前にご連絡いただければ土・日・祝日も対応いたします。
（お電話でのご予約受付は夜間も対応しております）

空気の乾燥する季節になります。火の取り扱いには十分にご注意ください！

・・・お引越しのときには・・・

前もってガス会社に
連絡ください。

ガス料金の精算は移転日に。

✿ 年末・年始のご連絡はお早目にお願いします ✿

移転日に当社の者がお伺いし、
前回の検針から移転日（メータ
ーガス栓の閉栓日）までの
使用量を精算します。

ガス閉栓日の予定を入れます。

～LPガスの正しい使い方～

守っていただきたいLPガスご使用上の注意点をチェック！

● 火が着いたかどうか必ず目で確認してください
● ガスの炎は、いつも青い状態でご使用ください
● 換気には十分気を付けてください。

換気をしない長時間の使用は避けましょう。 完全燃焼 酸素過多 酸素不足又 は
ﾊﾞｰﾅｰ内のつまり

AVANCE（アバンセ）誕生♪

着衣着火や、やけどを低減するエリアセンサー

ゴトク周りの９つのセンサーが手や袖口の侵入を
検知し、自動でコンロの火力をコントロールします。 天面フラットタイプ

コンログリルで作れるかんたんレシピ♪
たまねぎの豚肉巻き

★材料★（二人分）
玉ねぎ ・・・ １個
豚バラ肉・・・ 6枚
塩・コショウ 各少々
【タレ】
しょうゆ・みりん・酒・・・各大さじ１

★作り方★
玉ねぎは横３等分に切り、中心部分を
くり抜きドーナツ状にして、豚肉を巻き
つけ、塩・コショウする。
アルミホイルに並べて、弱火で８分焼き
焼きあがったら、タレをからめる。
※焼き加減をみながら、火力・時間を調整して下さい。



（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://sutartline-oki.jp

心と身体の健康回復センター
「冷え」を生む、「やってはいけない！」

日頃なにげなくしている習慣や、美容にとっていいと思ってやっている、あんなことやこんなこと
が総合してあなたの冷えを生み出しています。これらを大まかに４つの理由が考えられます。

①物理的に冷やす ②中から冷やす ③静電気 ④電磁波

×冷房にあたりすぎ・・・発汗トラブルで冷え貯金
×忙しいからお風呂はシャワーだけ・・・その日冷えた身体をリッセトするお風呂が効果的
×アイスラテが好き・・・コーヒー、牛乳は冷やすものでアイスは飲み過ぎるので超NG
×コンビニに行ったらアイスのケースに直行・・・ダメな理由の１番は糖分
×ズバリ肉食です・・・鳥や豚、牛の体温は３９℃～４０℃ラードをイメージすると分かりやすい
×ブーツであたたかおしゃれ・・・足首が硬くなり「むくみ」の原因に
×パソコンや携帯がないと生きてゆけない・・・電磁波が自律神経を狂わせる
×デニムはもちろんローライズでしょう・・・お腹を冷やすと全身の冷えをよぶ原因に
×寒い時はストッキングの上から靴下履いちゃう・・・締め付けと化繊のストッキングと靴下の摩擦で静電気
×寝るときは上下フリース・・・化繊は静電気を起こす安い素材
×凍る寸前のビールが最高‼・・・ビールジョッキを凍らせて飲むと内臓温度は４℃近く↓
×ハイ！喫煙者です・・・ニコチンが血管を収縮

×足浴でポカポカ血行促進・・・湯冷めの原因、半身浴が良い
×１日２ℓの水を飲んでデトックス・・・体水分量が５０％が平均。↑でセルライトに
×起き抜けに冷たいお酢ドリンクで便秘解消・・・お湯割りが効果的
×毎朝ヨーグルトは欠かせません・・・体温が低い朝より昼夜をお勧め
×サプリメントもきっちり摂っています・・・摂り過ぎは効果↓
×野菜不足だからジュースでビタミン補給・・・糖分と水分の摂り過ぎはセルライトを作りやすい
×脂肪燃焼ドリンクをグビグビ・・・実は糖質を多く含んでいる
×むくみには加圧ストッキング！寝ているときもはいています・・・足首の関節をよくしてから履く、就寝時は
使用してはいけません。

危険な日常生活習慣チェックリスト

冷え症研究所 所長
山口勝利先生著書

「冷え症」に関することが解りやすく解説
されています。
冷えでお悩みの方は、是非お読みください。

美容にいいと思い込んでいる、やってはいけないこと

イベント情報
★沖縄国際カーニバル １１/２３（土）～１１/２４（日） コザゲート通り周辺

★那覇マラソン １２/１（日） スタート 明治橋交差点 ゴール 奥武山陸上競技場

★読谷山焼陶器市 １２/１３（金）～１２/１５（日） 読谷村やちむんの里
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キ リ ト リ

住所 ：

氏名 ：

電話 ：

応募締切
２０１９年 １２月 ３１日
FAX ０９８－９３９－６０８７

今月ご紹介した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・
郵送等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。

抽選で全問正解者10名様に
お食事券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

FAX番号098-939-6087

12月号ク イ ズ コ ー ナ ー
（答えを○で囲んで下さい）

10月号クイズ当選者発表！

たくさんのご応募
お待ちしてまーす♪

割烹 幸村
沖縄市美原4-3-6

☎098-929-3822

（美里公園近く）
営業時間
昼 11：30～15：00

夜 18：00～1：00

昼間は、リーズナブルで好評の日本そば・うどん・
日替わり定食。
夜は、寿司・刺身・天ぷらを、美味しいお酒と♪
みなさまのご来店、心よりお待ちしております。

和喜川屋

沖縄市知花4-15-36
（白川ファミリマート近く）
電話 090-4518-4497

営業時間
ＡＭ11：00～（売切次第終了）
定休日 ： 日曜日
沖縄料理の定番、みそ汁・チャンプルーなど
そばの専門店。
ご来店お待ちしております。

BACON BAR
沖縄市池原3-4-16（１F)

☎098-927-5662

営業時間（定休日/火・水）
月・木 ＰＭ6：00～ＰＭ11：00

金 ＰＭ6：00～AM0：00

土 AM8：00～PM1：00 / PM6：00～AM0：00

日 AM9：00～PM13：00

おすすめの自家製ベーコンや手作りピザなど、各
種クラフトビールと一緒にお召し上がり下さい。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

・沖縄市 世名城 様
・沖縄市 やきとんﾌﾞｰﾁｬﾝ 様
・沖縄市 高江洲 様

・沖縄市 幸地 様
・沖縄市 平良 様
・うるま市 糸州 様
・金武町 川端 様

・北谷町 喜友名 様
・北谷町 島元 様
・北谷町 WING KING 様

答え
ロ、やかん ハ、グルクン イ、小麦粉 イ、赤

１、沖縄でチムシンジ汁とは何レバーを使った料理でしょうか？
イ、）牛レバー ロ、）豚レバー ハ、）鶏レバー

２、クリスマスの中にかくれている動物とは？
イ、）リス ロ、）クマ ハ、）サル

３、次のうちコンロの油汚れを落とすのに効果的なものは？
イ、）重曹 ロ、）塩 ハ、）砂糖

４、２０２０年の干支は次のうちどれでしょうか？
イ、）とり ロ、）ひつじ ハ、）ねずみ


