♪地域の身近なお店情報をご紹介。

快適生活お役立ち情報誌♪可部新聞

2021.In Spring

街の気になるお店をご紹介… 和食・仕出し 一 膳

      
115kcal（1 コ分）

いちごさくら餅
材料（6 コ分）

1 階客席

2 階宴会スペース

1999 年（平成11年）に創業され、昨年 5 月に現在の地に
移転され地域に愛され 22 年、常に感謝の気持ちを大切にお
客様に料理を提供されています。野菜を初めその他の食材は
最大限、地産地消で地元の食材を活かしておられます。1 階
は30 席、さらに2 階は広い空間に、立食の場合は 70 名着席
の場合は 40 席を用意され各種宴会に対応出来ます。
万全のコロナ対策をして、心よりご来店をお待ちしており
ます。

お昼の日替わり定食

白玉粉…………１５ｇ

仕出し弁当

そして何と言ってもランチが大人気で、満席で入店できな
い日も多いです。日によっては行列して待っている人も！
日替わり定食（土・日・祭日はありません）天ぷら御膳、刺
身御膳、にぎり御膳、天刺御膳などリーズナブルにお昼に提
供されています。
法要・祝事・などの仕出しはいつでも予約を承ります。2
日前までにご予約ください。ご指定の場所まで配達致します。

サラダ油…………適量
桜の葉（塩漬け）…６枚

広島県広島市安佐北区可部 5 丁目 13−12

桜の花（塩漬け）…６枝

お昼 11：30〜14：00

イチゴ……………６コ

夜 17：00〜22：00

毎週日曜日・祝祭日の夜間

こしあん…………１５０ｇ

駐車場完備 6 台収容

かわいい桃色のもちもち皮を焼いて、真っ赤ないちごとあんこをくるりと
巻きました。さくらの葉っぱと花びらを飾って、春の訪れを感じるさくら餅
のできあがり♪

至吉
田

至加

計

児玉病院

1. ボウルに白玉粉を入れ、分量の

山陽マルナカ

安佐北区民文化
センター入口

安佐北消防署
可部出張所

191
イエローハット

天王神社

和食・仕出し

イエローハット

一膳

可部バイ

DCM ダイキ

25

パス

450

50

2. フライパンを≪温度キープ機

もみじ銀行

広島銀行

虹山線

54

可部郵便局
可部小学校
安佐北区役所
183

150
200

河戸帆待川駅

至広島

250

可部中央

本誌に関するお問い合わせ、ご質問は下記まで
お気軽にお電話ください。

解答はイラストの B に間違いの箇所に○印を記入の上、切り抜いて
ハガキに貼ってお送りください。

この季刊誌に対してのご要望がございましたらお書き添え下さい。

☎082・814・3322
Fax082・814・2386
広島ガス可部販売株式会社
〒731-0231

水を少しずつ加えて溶かし、ふるっ
た（a）も加えてよく混ぜます。漉し
て水で溶いた食紅で色付けします。

191 分れ
サンリブ可部
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a）上白糖………１５ｇ

082-815-1016

新企画まちがい探し応募用紙

350

a）薄力粉………４０ｇ

和食・仕出し 一膳

お店の紹介をご希望の方、是非、当社にお電話ください！

400

（A）

食紅………………少々

気さくで明るいご主人の浅田さんは
37歳まで修行され、可部の地で独立創
業され、60 歳になる今日まで地元の
方々に愛され、地元の方々に日々感謝
の気持ちを込めて料理を作られておら
れます。最高の食材を市場まで出向い
て、自ら集めて愛情込めてお客様に提
供されておられます。

正解者の中から抽選で50 名様に
あご出汁１袋 (10 パック入り）プレゼント !!

水………………９０ｍｌ

広島市安佐北区亀山九丁目 13 番 7 号

能１６０℃≫に設定します。設定温
度になれば薄くサラダ油を敷いて
（１）を流し、スプーンの背で約１２
ｃｍ長さの楕円形に伸ばして焼きま
す。生地の表面が乾いてくれば、裏
返してサッと焼きます。これを６枚
焼きます。

[ 温度キープ機能 ] があるコンロでは、
使うと、自動で火加減を調節するので
焦げ付かず、きれいに焼き上がります！

3.桜の葉、桜の花は水に漬けて塩抜きします。
4.イチゴはヘタを取り、縦半分に切ります。こしあんは６
コの俵型に丸めます。

5.（２）の中央に（４）のこしあんを置き、イチゴの先を左右
にして２切れのせて巻きます。水気を切った（３）の桜の葉を
巻いて、桜の花を飾ります。

こしあんを白あんに代えたり、白あんに刻んだ桜の葉を混
ぜたものを包んでもおいしいですよ♪

★近頃ちょっと気になる情報をご紹介

敬遠しがちなガスコンロを、効率的にお掃除！

季刊誌春号発行

ガスコンロ掃除を効率的に！頑固な油汚れやこげつきを徹底除去

★新企画まちがい探しにチャレンジ

正解者の中から抽選で「あご入り鰹ふりだし」プレゼント !
★当社の地域貢献イベントと商品情報のご紹介

今年はコロナ禍の中、ふれあいセールとして、当社のお買い得商品をご提供致します。
★地域の身近なお店情報をご紹介

一膳（いちぜん）ランチが大人気の老舗の和食・仕出し（広島市安佐北区可部）のご紹介

ガスコンロ掃除を効率的に！頑固な油汚れやこげつきを徹底除去。
キッチンのガスコンロのお掃除は、やってみれば意外に簡単！ベタベタ
した油汚れや頑固なこげつき汚れには、レンジ用洗剤やクリームクレン
ザーが効果的です。さらに、ミニブラシ・つまようじ・食品用ラップな
どの、身近な道具を賢く活用すると、ラクに汚れを取り除けますよ♪
毎日、料理を作って、洗い物をするだけで精一杯。ガスコンロの掃除をつい後回し
にするうちに、汚れがたまってしまう、という方も多いのではないでしょうか。
しかもこげつき汚れや油汚れをそのままにすると、材質がいたんでしまったり、ゴ
キブリなどの害虫が寄ってくる原因にもなったりもします。今回はガスコンロのお
掃除方法についてご紹介したいと思います。

各部品の役割や材質の特徴を知れば、お掃除がより簡単に

ご利用状況をメールでお知らせ

安 心ス
ビ
サー

LP ガス安心見守りサービス
事前に電話でのお申し込み下さい。

48 時間ガスのご利用が
なかった場合

当

見守られる
方

48 時間連続してガスのご利用がなかった場合、
ガスメーターに搭載されたガス未使用通報機能
により、当社に自動送信されます。
「汁受け皿」があるタイプ

ゴトク（五徳）

「汁受け皿」がないタイプ

ゴトクは鍋などを置くための台で、
ガスコンロの種類によって、
ゴトクの下に「汁受
け皿」があるタイプと「汁受け皿」がないタイプがあります。汁受け皿がないタイプ
は、天板がフラットになっているものが多く、お手入れしやすいのが特徴です。

ゴトク、汁受け皿、グリル排気口カバーなど、取り外せる部品のお手入れ

お日様に干したように、ふっくら
応募条件
●モニター規約に同意頂けるお客様
●一週間程度、ガス衣類乾燥機をご
使用いただけるお客様
●使用した感想等をご回答頂ける方
●屋外設置対応

5月〜6月末 春のガス機器 お買い得ふれあい誌上セール
まだ、コロナ禍の中ふれあい祭のイベントは開催出来ませんが、日頃のご愛顧にお応えするために、ガスコンロ
をはじめ、各種ガス機器をお買い得価格でご提供致します。この機会にお考えください。

まちがい探し
正解者の中から抽選で〔当社でも好評販売中の〕
『あご入り鰹ふりだし10パック入り』1袋 50名様にプレゼント
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10 パック入り 1 袋
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トッププレートのお手入れ

頑固な汚れにならないように…毎日のお手入れのすすめ

見守る方へメールでお知らせ

ガス衣類乾燥機モニター募集

バーナーキャップのお手入れ

吹きこぼれや油の飛び散りは汚れた直後であれば比較的簡単に落とすことができます。頑固な汚れになってしまってから落とすのに苦労するよ
り、汚れたらその都度、または調理がすべて終わった段階で一度ふき掃除をするのがおすすめです。特に吹きこぼれがあったときや炒め物や
揚げ物などの油料理をしたときは、時間をおかずにふきたいものです。忙しい毎日、小まめに手入れをしたいけど時間がない…という場合は、
汚れがひどくなるまえに、食洗機で洗う習慣をつけるのもいいかもしれません。

見守る方

当社では『ガス衣類乾燥機 乾太くん』のモニター設置に
ご協力頂ける方を募集しております。
モニターですので、設置・機器の貸し出し、使用に係る
ガス料金はもちろん無料です。
ただ、使用されたご感想を頂戴致したいと存じます。
モニター設置にご協力頂いたお客様には粗品を進呈

バーナーキャップの汚れ、特に目詰まりは、点火不良や不完全燃焼の原
因になります。バーナーキャップを外したら穴の目詰まりを確認し、目
詰まりがあれば、つまようじや竹串などの細いものやブラシで取り除き
ましょう。表面の汚れは台所用洗剤で洗います。
吹きこぼれや油の飛び散りは、ついた直後なら水や薄めた台所用洗剤を
含ませた柔らかい布でふき取るだけで簡単に落とすことができます。
しかし、汚れがついてから時間がたって、ふいても落ちない頑固な汚れ
になってしまった場合には、クリームクレンザーをスポンジにつけ、小
さく円を描くようにくるくるとこするとよいでしょう。
さらに効果をあげるには、スポンジの代わりに丸めたラップを使うのも
おすすめ。クレンザーの粒子が汚れに直接届き、効率よく汚れを落とす
ことができます。トッププレートの種類によっては傷がついてしまう可能性があります。まずは取扱説明書を確認し、こするときは目立たない
ところで様子を見ながら、傷がつかないように力を加減しましょう。

社

受信された情報をもとに翌営業日に当社からご
指定の見守る方（遠方にお住まいの方）のメール
アドレスにお知らせ致します。

まちがいは5つだよ

ついたばかりの汚れなら、水や薄めた台所用洗剤を含ませたやわらか
い布でふいたり、ゴトクや汁受け皿を取り外して台所用洗剤をスポンジ
につけて洗えば簡単に落とすことができます。
しかし、汚れがついてから時間が経ってこびりついて頑固になってし
まった場合は、温めて汚れをゆるませてからお手入れすると落としやす
くなります。火傷をしないよう 40 度前後のお湯を使いましょう。お湯
で汚れをゆるませたら、シンクに外した部品を並べ、レンジ用洗剤をス
プレーして 2 〜 3 分おいたあと、スポンジや掃除用ミニブラシでこすり
ます。
こげつき汚れが多い場合は、クリームクレンザーを使うとよいでしょう。
その場合、スポンジの代わりに丸めたラップを使ってこすると、細かい
ところまで力が行き届いて効率よく洗えます。角の部分は掃除用ミニブ
ラシでこすります。クリームクレンザーを使うと研磨力があがるので、
傷がつかないように確認しながら力を加減してください。ゴトクのよう
に複雑な形をしたものを洗う場合は手を傷つける可能性がありますので、
手袋をつけて手を保護しましょう。

パワフル温風で素早く衣類を乾燥

無料

メールで
ご連絡

ご確認

ガスのご利用状況をキャッチ
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応募締め切り
2021年4 月30日
必 着
解答は裏面の応募用紙のイラストに A と B との間違いの箇所を応募用紙に記入の上、
切り抜いてハガキに貼ってお送りください。当選者さまには当社から直接賞品をお届け致します。

ガスライフ可部

