活動報告(各大会の出場者数及び成績)
のぶなが杯空手道選手権大会
平成29年5月28日(日)

東海カップ新人空手選手権大会
平成29年8月6日(日)

小学1年男女混合の部 1名
小学2年男子の部 1名
小学3年女子の部 1名
小学4年男子の部 1名
中学女子の部 1名

小学1年男女混合の部
小学2年男女混合の部
小学3年男女混合の部
小学4年男女混合の部

2名 (3位入賞)
2名
1名 (3位入賞)
1名 (優勝)

世界闘英館空手道選手権大会
平成29年9月3日(日)

武神空手オールジャパンカップ
平成29年7月17日(日)

中学女子の部 1名 (準優勝)

小学1年男女混合の部 1名 (3位入賞)
小学2年男女混合の部 1名
小学4年男女混合の部 1名
中学女子の部 1名
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素敵な作品の応募ありがとうございました。
みんなのお便りコーナーでは皆様の作品・写真
を大募集しています！
絵手紙、お子様の作品、ペットの写真、俳句、な
どなど・・・ハガキや写真に撮って下記の宛先ま
でお送りください。
掲載された方に跳ね丸さんの『冷凍ぎょうざ(跳
ね丸)』をプレゼント！たくさんのご応募お待ちし
ています!!

知
立
市
Ｔ
様

※写真はイメージです。
※応募いただいた作品はお返しすることが
できませんのでご了承ください。

お便りコーナー・プレゼントクイズ
宛先はこちら
【問題】 中核充填場であるフジプロは
災害時に何を迅速に供給できるでしょう？
① 衣類
② ＬＰガス
③ 食糧
ほっとガスLife １８号の答え

クイズの答えを明記し右記の宛
先までお送りください。正解者の
中から抽選で3名様に『あごだし』
をプレゼント！

お名前・住所・電話番号を明記の上
下記の宛先までお送り下さい。
＜宛先＞
〒472-0007
知立市牛田町遠新切48番地
株式会社フジプロ
「ほっとガスライフ」
応募締切

2017年12月31日
（当日消印有効）

※イラストはイメージです。

たくさんのご応募お待ちしています！

Ａ．① 玉ねぎの腐った臭い
2017年11月1日発行

知立 フジプロ

検索

編集責任者：株式会社フジプロ 情報誌編集チーム
本

社：0566（81）2341
fax：0566（81）2338
豊田営業所：0565（52）3901
刈谷営業所：0566（21）1701
瀬戸営業所：0561（82）0540
可児営業所：0574（60）3403

突然ガスが止まったら、ガスメーターの安全装置が作動したのかも？
日に日に寒さが厳しくなってまいりました。ガス暖房を使ったり、お風呂の湯温を高くするお客様もいらっしゃるかと
思います。
ガスメーターには安全機能が備わっており、ガス漏れ等により一度に大量にガスが流れたり、消し忘れ等で長時
間継続してガスを使用するとガスメーターが危険と判断し遮断させることがあります。また、地震を感知して遮断さ
せる機能も備わっております。ガスを再び使用できるように復帰手順をご紹介させていただきますのでご参考にし
て下さい。なお、ガス切れ防止のため、お客様にてガス暖房機を新しくお取付・ご使用の方はご連絡を頂きますよ
うお願い致します。ガス臭い・ガス警報器が鳴ったお客様は慌てず消火を確認して、窓を開け換気を行って頂き、
お近くの営業所までご連絡をお願い致します。

ＱＲコードをスマホのアプリで
読み取るとお店の地図が開きます。

中核充填場とは

災害に強いＬＰガス
～中核充填所って知ってる？～

東日本大震災を教訓に、国の補助を受けて整備したLPガス充填所です。
有事の際は、LPガス国家備蓄放出時の受入先になるほか、停電時にもLPガスが供
給できるよう、LPガス非常用発電機、LPガス自動車、衛星電話などを備えた地域の
中核となるLPガス充填所です。災害時に病院や避難所へLPガスを供給することで炊
き出しや給湯、空調機器などを稼働させることができます。

ほろほろ
豊川赤坂店
地図ＱＲ

災害時のLPガス復旧まで

和モダンな居酒屋・定食屋さん！
忘年会・新年会のシーズンがやってまいりました。皆様はお店選びは
お決まりでしょうか？「ほろほろ」のコース料理は2,400円・2,900円・
3,400円から選ぶことができ、なかでも2,400円のコースが一番人気と
なっておりますのでお得に楽しむことができますよ（＾◇＾）オーナーの
おすすめメニューは山形豚を使用した肉汁溢れる鉄板とんてき！他
にも厳選した日本酒や焼酎は50種類以上あるのでお酒好きにもご満
足いただけると思います！
またランチでは4種類の日替わり定食から選ぶことができ、どれもボ
リューム満点で大人気です（＾＾）
どちらの店舗も駅から近く、人気のお店となっておりますので早めの
ご予約をお願いします。

Siセンサー
コンロ

楽食家 ほろほろ

豊川赤坂店

住所
電話番号

豊川市赤坂町御園１８６－１
０５３３－８８－３９３７

本宿店

住所
電話番号

岡崎市本宿町沢渡１２
０５６４－４８－５５５４

営業時間
年中無休

災害時、次のような体制になっており、迅速に復旧活動が可能です。
①病院や避難所等から愛知県災害対策本部を通じて愛知県ＬＰガス協会へ支援要請が入ります。
②愛知県ＬＰガス協会から各中核充填所へ衛星電話など災害時でも使用できる通信機器で情報伝達が行われます。
③各中核充填所から担当地域の避難所や病院へ復旧支援やＬＰガスの供給を開始します。
④国家備蓄基地から中核充填所へＬＰガスを供給することで安定した復旧活動が可能になります。

中核充填所・・・

新型のＬＰガスボンベ

[ランチ]
11:00～15:00 (L.O.14:00)
[居酒屋タイム] 17:30～24:00 (L.O.23:00)
※金・土
17:30～25:00 (L.O.24:00)

防災訓練

中核充填所の分布

愛知県内に中核充填所は16ヶ所！
フジプロは知立市、安城市、刈谷市、
東浦町をカバーしています。
また、フジプロは知立市と災害時に
本社屋を避難場所として提供する協
定を締結しています。

ぎょうざ専門店
跳ね丸
地図ＱＲ

お店の餃子をご家庭で！元気になって明日への活力を！！
食材はブランド豚を使用するなど国産にこだわり、品質を維持するた
めに衛生管理を徹底しているので、安心・安全な餃子を提供してくれ
ます(^o^)
フライパンで簡単に調理ができる生餃子や冷凍餃子を販売しており、
焼き方のコツを教えてくれるので、ご家庭でいつでも本格餃子を楽し
めます☆
ニンニクが控えめな“跳ね丸”はお子さまでも食べやすく、リピーター
も多いんだとか♪
週末限定のニラとニンニクが入った“翔”はビールのお供に(^^)また、
これからの時期には冷凍餃子をお鍋に入れるなどバリエーションも
豊かです！店頭では他にも焼き餃子・お弁当があるので熱々を食べ
たい方におすすめ♪ぜひ『跳ね丸』の餃子を楽しんでください！！

9月26日に愛知県中核充填所防災訓練がフジプロにて
開催され、上の記事で紹介した災害時の対応や家庭
用ＬＰガス復旧訓練等を行い、有事の際に迅速に対応
できるよう備えています。

ＦＲＰ容器 ファンヒーターにもピッタリ！
最近、プラスチック製のＬＰガスの容器が登場したこと
はご存じでしょうか？
プラスチック製と言われると耐久性に不安を感じるかも
しれませんが、本体はＦＲＰ（ガラス繊維強化プラスチッ
ク）で形成されており、実は耐久性が高く鉄製容器の２
倍と言われています。容器の重量は鉄製の約半分と軽
く、デザイン的にもお部屋に置きやすいのでこの季節、
暖房機や衣類乾燥機用、災害時の炊き出しにもお使い
頂けます。フジプロ本社のショールームに展示しており
ますので、お越しの際にはぜひご覧ください。

ほろほろ
本宿店
地図ＱＲ

餃子専門店 跳ね丸
住所
岡崎市筒針町上川田１１６－１
電話番号 ０５６４－７３－０１１２

左 FRP製容器 （容量7.5kg）
右 鉄製容器 （容量5kg 10kg）

生ぎょうざ
冷凍ぎょうざ
焼きぎょうざ TAKE OUT
跳ね丸 18個
560円 跳ね丸
18個
560円 跳ね丸 8個
380円
40個 1,080円
（数量限定） 40個 1,000円
16個
680円
翔
18個
630円 翔
8個
450円
翔
18個
630円 ニンニクなし
18個
560円
16個
800円
（金土日限定）

定休日 水曜日
営業時間 １０：００～２０：００
価格は全て税込です。

焼きぎょうざ弁当（昼）
跳ね丸 680円
翔
730円
ぎょうざ 8個 ごはん
漬物
味噌汁付き

焼きぎょうざ弁当（夜）
跳ね丸 780円
翔
830円
ぎょうざ 10個 ごはん
漬物
味噌汁付き

