
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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株式会社 沖ガス
〒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/

今月のゲスト 食事処 くら亭
今年２月に沖縄市登川にオープンしました「くら亭」です。
ランチメニューのおすすめは、具材たっぷりの馬肉汁定食
やわらかく煮込まれたてびちの定食、そして健康にこだわった
玄米定食などその他、日替わりのメニューもございます。
落ち着いた雰囲気の店内で、満足いくお食事を
ぜひお召し上がりください。
午後６時からはカラオケもやってますよ♪
ご来店お待ちしております。

沖縄市登川１－１－３４
かりゆし郵便局近く
※駐車場完備
０９８－９３８－１３０３
営業時間/月曜定休日
午前11時～午後３時
午後６時～午前１２時までは
カラオケもやってます。

沖縄市老人福祉センター
かりゆし園

ケンタッキー

かりゆし
郵便局

くら亭

国道３２９号線

★お持ち帰りもできますので、お気軽にお問合せ下さい★

～こんなときにはご連絡ください～

● ガス設備の工事や、新しくガス機器を取り付けるとき、または取り外すとき。
● 新築・改築・転居などで、新しくガスを使うとき、またはやめるとき。
● ガス以外の工事（水道工事や増改築など）を行うとき
（ガス配管系統の変更は連絡を取りながら実施しましょう）

か
り
ゆ
し
通
り

mailto:okigas@crux.ocn.ne.jp


検針・配送担当からのお願い

安全に、ボンベ交換やメーター検針が行えるよう、メーターボックスの近くには物を
置かないようご協力お願いします。また、犬を飼っているご家庭は、出入り口や
ガスボンベ、メーターボックスから離れた場所につないでください。

5/30・31に予定しておりました「沖ガス感謝祭」は新型コロナウイルス
の影響による感染防止を考慮して延期となりました。
開催を楽しみにしていたお客様には大変申し訳ございませんが、ご了承
くださいますようお願いいたします。
なお、新たな日程につきましては現在未定ですが、決まり次第お知らせ
いたします。

「沖ガス感謝祭」開催延期のお知らせ

ベイクドチーズケーキ

材 料

クリームチーズ・・・ 200ｇ
生クリーム ・・・ 150ｍｌ
卵 ・・・ 2個
グラニュー糖 ・・・ 60ｇ
薄力粉 ・・・ 大さじ３
レモン汁 ・・・ 大さじ１

作り方
①常温に戻したクリームチーズに
グラニュー糖を入れてよく混ぜます。
②①に溶いた卵と生クリームを加えて混ぜ合わせ、
薄力粉をふるい入れ、レモン汁を加えて混ぜ合わせます。
③アルミカップに半分くらいまで入れ、上下弱火で
約８分焼きます。
※焼き具合をみて火力・時間調整して下さい

コンビニ払いや口座振替で
入金が間に合わなかった場合は
口座へお振込みいただけます。

琉球銀行 コザ十字路支店 （普）№503206
沖縄銀行 コザ支店 （普）№1138103
海邦銀行 十字路支店 （普）№0458001
コザ信用金庫 胡屋支店（普）№0322000

事務所からのご案内

簡単・便利な口座振替のお手続きも行っておりますので、ご希望の方は
お気軽にご連絡下さい。 （引落日：毎月15日）



（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

今月は、ＴＶで話題の医学博士、牧田善二先生の「医者が
教える食事術２」実践バイブルから、女性の疑問
『人はなぜ太りやすく、痩せにくいのか？』
を考えてみましょう。

先生は、肥満のメカニズムは糖質を多く摂取すれば、分解されたブドウ糖が
血中に溢れる。この時、インシュリンの作用で溢れたブドウ糖が、中性脂肪に
形を変え脂肪細胞に取り込まれる。これが肥満で、日本人の好きな炭水化物
（カレーライス、ラーメン、寿司、おにぎり、そばなど）中心の食事をしていれ
ば間違いなく太ります。
「動物においても人間においても、脂肪の集積は、穀物とデンプンによっての
み起きる。」とすでに１９世紀、糖質には中毒性があるという事を看破してい
た。と１８２６年フランスのブリア・サヴァランが「美味礼賛-味覚の生理学」を出
版し、現代においても太った人が痩せる為には糖質を減らしていくしかあり
ません。

基礎代謝について説明しましょう。
生命を維持するための必要なエネルギーで何もしなくてもじっとしているだけで消費されるエネル
ギーのことで基礎代謝は加齢に伴い落ちていき、日本人３０～４０歳の平均男性で１５３０キロカロリー、
女性で１１５０キロカロリーだったのが、７０歳を超えると男性で２１９０キロカロリー、女性で１０２０キロカロ
リーとなります。
だから年齢を重ねても同じように食べていると、どんどん太っていくわけです。

皆さんも是非
この本を読ん
で食事の取り
方で身体を健
康へと導いて
いきましょう。

しかし、太ると痩せるのは同じようにはいきません。
太るのはたやすいけど、痩せるのは大変です。というのも人間の身体は
痩せにくい仕組みになっているからです。
どのような方法で痩せようとしても、ある時期体重が減りにくくなります。
Ⅰ～２週間順調に減っていたのにピッタと止まり、そのままⅠ～２週間停
滞。そして再びⅠ～２週間減って又停滞を繰り返します。これは体重が
減っている事を「まずい」と感じた身体が、代謝を上げる甲状腺ホルモン
の分泌を抑えることで基礎代謝を落とし、エネルギーを使わない方向へ
と働くからなのです。
ここであきらめてしまわずに淡々と糖質制限を続ければ又落ち着いて
いきます。

肥満 健康



キ リ ト リ

住所 ：

氏名 ：

電話 ：

応募締切
２０２０年 ５月 ３１日
FAX ０９８－９３９－６０８７

５月号ク イ ズ コ ー ナ ー
（答えを○で囲んで下さい）

たくさんのご応募
お待ちしてます♪

１、５月８日はゴーヤーの日ですが次のうち多く含まれているのは？
イ、）ビタミンＡ ロ、）ビタミンＢ ハ、）ビタミンＣ

２、沖縄の方言で「まーさん」とは？
イ、）おいしい ロ、）いただきます ハ、）ごちそうさま

３、勝負に強いカレーは次のうちどれでしょうか？
イ、）チキンカレー ロ、）カツカレー ハ、）ビーフカレー

４、安全装置の付いているコンロを〇〇センサー付コンロという？
イ、）ＳＩセンサー ロ、）ＨＹセンサー ハ、）ＩＴセンサー

ま ん が 喫 茶

ブルーラビット
沖縄市松本1-2-16
（メゾン山昌１F）

☎ 098-929-1239

営業時間 10：00～24：00

（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ22：00）

日替わりランチをはじめ、その他チャーハン、ハンバーグ、
チキン唐揚げが自慢です♪マンガの種類も豊富で、携帯
やパソコンを店内で気軽に使えるよう電源コンセントも
数多く用意し、Wi-Fiも完備おります！

HP http://bururabi.com

食事処 くら亭
沖縄市登川1-1-34
（かりゆし郵便局裏）

☎ 098-938-1303

定休日：月曜日
営業時間

午前11時～午後３時
午後6時～午前12時
メニューは馬肉汁定食・てびち定食
健康にこだわった玄米定食もあり、お持ち帰りも
できます。午後６時からはカラオケもやってます♪

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。★お持ち帰りもできます★

３月号クイズ当選者発表！

沖縄市 浦崎 様
沖縄市 伊波 様
沖縄市 金城 様

沖縄市 東恩納 様
沖縄市 大城 様
うるま市 王 様
北谷町 比嘉 様

北谷町 下條 様
北谷町 田端 様
北谷町 小橋川様

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！


