
ゲストルーム

営業時間 9：00～18：00（月～土曜日）

（料金等のお問合せにつきま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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〒904-2143
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E-mail okigas@crux.ocn.ne.jp

URL http://okigas.com/

窓口支払時間 9：00～17：00（月～金曜日） ※土・祝日は除く

新暦 旧暦 行事名 行事内容

８月４日 ７月７日 旧七夕 お墓を掃除し、ご先祖にお盆が近づいたことを報告します。

８月１０日～１２日 ７月１３日～１５ 旧盆
初日（ウンケー）は、仏壇にジューシーを供えてご先祖を迎え、最
終日（ウークイ）はお見送りをします。

Ｙｕｍｍｙ
サーターアンダギー

沖縄市ちゃんぷるー市場にて出店中の
「Ｙｕｍｍｙ サーターアンダギー」です♪
店頭では、定番のプレーン味や黒糖味など
毎日１０種類ほどを揚げたてアツアツで提供して
います。手土産にもおすすめです。

出店場所 JAおきなわ 中部ファーマーズマーケット
ちゃんぷるー市場

営業時間 午前９時～午後４時 （売切次第終了）
定 休 日 隔週 水曜日
連 絡 先 090-4471-5182

（現在嘉手納店舗はお休み中です）

皆さまのご来店
お待ちしております！

mailto:okigas@crux.ocn.ne.jp


屋外用虫よけ ストロンテック(無臭）
持ち運びも簡単♪火を使わないのでスイッチを入れる
だけで、お子様や高齢者がいるご家庭でも
安心してお使いいただけます。

本体￥5,980(税込)
カートリッジ￥1,200（税込）

コンビニ払いをご利用のお客様へ

今年度より、コンビニ用紙発行時の手数料が６月検
針分から２５０円（税別）別途かかることになりました。

手数料のかからない口座振替への変更を
この機会にぜひご検討ください。
ご希望の方はご連絡をお願いします。

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・祝日も対応いたします

ご協力願い
行事などで、通常より
もガスを多く利用され
る予定がありましたら
ガス切れ防止・安全供
給の為、弊社までご連
絡をお願いします。

ＳＩｾﾝｻｰコンロの安全機能

～標準整備される内容～
すべてのバーナーに安全センサー
（立ち消え安全装置・調理油加熱防止装置
消し忘れ消火機能）を搭載したコンロです。

安全機能
●調理湯加熱防止装置

安全機能

●消し忘れ消火機能

安全機能 ●立ち消え安全装置

センサーが鍋底の温度を感知し、
約250℃になると自動的に消火し
て油の発火を防ぎます。

煮こぼれや吹きこぼれ強風などで
火が消えたとき自動的にガスを止
めます。消し忘れても、点火後一定時間が

経過した時点で自動的にガスを
遮断し消火します

オゾン除去フィルター
オゾン濃度を日本の安全
基準0.04ｐｐｍよりもさら
に低い0.005ｐｐｍまで取
り除きます

集塵フィルター
帯電された汚染物質を
0.0146μｍまで吸着

イオン化
ワイヤーフレーム
電磁場を作り、汚染物質
にプラスイオンを帯電

プレフィルター
大きなホコリや髪の毛
を取り除きます

フィルター交換不要
自宅で簡単水洗い

商品のお問合せ先
株式会社 白石
営業推進部
感染対策事業
那覇市西１－１９－１
０９８－８６７－０４１１



（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

遊漁船 銀河

★ご予約・お問合せはこちらまで 090-1945-9324（高江洲）

釣りシーズン到来！

脱水のサインを知って早期発見！
脱水状態になると体に様々な変化が現れます。
体調不良に加えて下記（イラスト）のようなサインがあれば脱水を疑い
お医者さんに相談しましょう。

急激な体重減少
7日以内に4%↓

①握手してみる
→手が冷たければ疑わしい
脱水症になると血液は重要な臓器
に集中し、手足などの抹消まで血液
が行きわたらないため冷える。

誰にでも出来る！脱水の発見方法

②ベロを見せてもらう
→乾いていたら疑わしい
脱水症になると唾液が減少し
舌の表面もかわいてくる。

③皮膚をつまんでみる
→皮膚をつままれた形から3秒以
上戻らなかったら疑わしい
脱水症になると皮膚の水分が減り、
弾力性がなくなる。

④親指の先を押してみる
→赤身が戻るのに3秒以上かかったら疑わしい
指先は血管が細かい
ため水分不足の変化が
出やすい。

⑤高齢者の脇の下を確認する
→乾いていたら疑わしい
通常高齢者のわきの下は汗による
潤いがある。脱水症になると汗が
出なくなるのでわきの下が乾燥し
ます。

高齢になると、のどの渇きの自覚症状がない場合があ
ります。又、トイレに行くのが億劫だと話される方もい
らっしゃいますが、脱水になると命の問題！十分な水分
補給で命を守ると理解して頂き、こまめな水分補給を
周りの方の声かけも大切です。

原因不明

の熱

泡瀬漁港出航の遊漁船「銀河」では
種類豊富な魚類が釣果上昇中です！

今回は、久高島周辺をご案内しました。
釣果はイシズミ・サワラ・など・・・♪
日焼け・熱中症には十分ご注意下さい

ちょっとおかしいと感じたら
チェックしてみましょう！



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・検
針担当者への手渡し・ご来店・FAX・郵送でお願い
します。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。

住所 ：

氏名 ：

電話 ：

応募締切
２０２２年 ８月 ３１日
FAX ０９８－９３９－６０８７

営業時間や定休日など変更になる
場合がございますのでご了承下さい。

キ リ ト リ

クイズコーナー
（答えを〇で囲んで下さい）

解答（１、ハ ２、ロ ３、イ ４、イ）

１、旧盆初日のウンケーで仏壇にお供えするのは次のうちどれ？
イ、）ソーキそば ロ、）ジューシー ハ、）サーターアンダギー

２、沖縄の夏野菜「モーウイ」とは次のうちどれでしょうか？
イ、） ロ、） ハ、）

たくさんのご応募
おまちしてます

抽選で全問正解者１０名様にお食事券プレゼント

Ｓｕｎａｂｅ ＧＹＲＯＳ
北谷町宮城2-95嘉数ﾋﾞﾙ2F
☎098-936-8817
営業時間
AM11：00～PM ８：00
定休日：火曜日

ギリシャスタイルのファーストフード・レストラン
モチモチ食感のピタパンにラム肉やチキン等を
たっぷりの野菜でサンドイッチにしました。ファラセル・
豚ロース肉オリジナルをぜひお召し上がり下さい。

ｺｰﾋｰ豆専門店 AIAI（ｱｲｱｲ）
沖縄市山里1-1-1 ﾊﾟｰﾁｪ山里
☎090-4991-7631

営業時間 １１：３０～１８：００
定 休 日 日曜日・祝日
厳選した生豆を多数取り揃えて
おります。自家焙煎した香り豊かな
コーヒーをぜひお召し上がり下さい。
夏ギフト用もあります♪
ご来店おまちしております。

Ｙｕｍｍｙ サーターアンダギー
沖縄市登川
中部ファーマーズマーケット
ちゃんぷるー市場 駐車場内

☎090-4471-5182

営業時間
午前9時～午後4時（完売終了）
定 休 日 隔週水曜日
毎日、店頭で揚げたてを提供しております。
様々な種類のサーターアンダギーを
ぜひお召し上がり下さい♪

沖縄市 平良 様
沖縄市 長嶺 様
沖縄市 島袋 様

沖縄市 金武 様
北中城村 大城 様
北谷町 譜久村 様
嘉手納町 新垣 様

うるま市 渡口 様
うるま市 藏根 様
うるま市 具志堅 様

３、よく転んでしまう虫は次のうちどれでしょうか？
イ、）てんとうむし ロ、）カブトムシ ハ、）とんぼ

４、ＬＰガスコンロをつなぐホースの色は何色でしょう？
イ、）黒 ロ、）オレンジ ハ、）緑


