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故郷の味も、自然も文化も。
北陸の魅力を、全国に伝えたい。
思い出に残る昆布料理の数々は
僕にとっての「故郷の味」です

北陸の魅力は、自然、食、そして文化

　富山県出身の僕にとって、故郷の味と言えばやっぱり昆布。
母が作ってくれたお弁当にいつも入っていたとろろ昆布のおに
ぎりや、父がよくお酒のつまみにしていた昆布巻かまぼこ、週に
何度も食卓に出た昆布締めのお刺身など、思い出に残る昆布料理
はたくさんあります。特に印象深いのは、とろろ昆布にお湯を注
いで、醤油を垂らしただけの澄まし汁。母が朝食によく作ってく
れました。あれもまた忘れられない味のひとつですね。
　お笑い芸人になることを夢見て故郷を離れたのは18歳の時。
その頃に初めて、昆布をあれほどよく食べるのは北陸独特の食文
化なのだと知りました。東京やその他の地域の人には、昆布その
ものを食べる習慣があまりないみたいですね。僕も東京での生活
が長くなって昆布を食べる機会は少なくなってしまいましたが、
富山の実家に帰ると、母が懐かしい昆布料理を用意してくれま
す。東京出身の妻と一緒に帰省した時には、「これこそ富山の大事
な文化だよ」って昆布料理の説明をするんです。 「北陸芸人」として、笑いと北陸の魅力を届けたい

1976年富山市生まれ。富山県立富山商業高等学校を卒業後、お笑い
芸人の道へ。2001年に鈴木Q太郎氏とともにお笑いコンビ「ハイキング
ウォーキング」を結成、その後は数々のバラエティ番組に出演するなど幅広く
活躍している。北陸での活動にも積極的で、４月から放送されている富山
エリアの番組にも出演している。

松田 洋昌さん
お笑いコンビ ハイキングウォーキング

（まつだ・ひろあき）

今回の
ゲスト

　僕が持つ北陸のイメージは、「海」ですね。生まれ育ったのも
漁港近くの町でしたし、よく家族旅行で、石川なら能登の海、福井
なら東尋坊へと出かけました。海がきれいで、食べ物も水もおい
しい。それは北陸が全国に自慢できるところですよね。
　三県それぞれに個性がある自然や文化など、北陸には魅力が
いっぱいあります。でも、それらが他の地域の人たちにはあまり
知られていないのは残念ですね。僕が富山県出身だと言うと、
「ああ、薬で有名な」という言葉が返ってきます。「それだけじゃな
いのになあ」といつも思うんです。
　来年の春にはいよいよ北陸新幹線も開通し、北陸が近くなる今
だからこそ、もっと全国の人たちに北陸の良さを知ってもらい、
たくさんの人に訪れてほしい。そのために、お笑い芸人である
自分にもできることがあるんじゃないかと思っています。

　北陸出身のお笑い芸人の数は決して多くはありませんが、長く
活躍してこられた先輩、今注目を集めている若手の後輩もいます。
「富山出身と言えばこの人」と誰もが思い浮かべるタレントさん
もいらっしゃいます。そんな人たちと一緒になって、「北陸芸人」
として活動できないかなということを最近よく考えているんで
す。全国に向けて、笑いと北陸の魅力を発信するイベントなどが
できたらいいなと思っています。
　芸人を目指して富山を出た時は、いつかテレビに出て有名に
なって、故郷に凱旋してみせるという大きな希望を持っていまし
た。まだまだこれからが頑張り時なので凱旋などと大それたこと
は言えませんが、北陸や富山のために役立つ仕事、北陸の方々
に喜んでもらえる活動に、これからもどんどん挑戦していきたい
と思っています。自分の故郷が全国に注目されて、盛り上がって
くれたらやっぱり嬉しいし、誇らしいですからね。

www.elfplaza. jp松田さんのさらなる魅力は『えるふぷらざNet』で!
Web限定トーク公開中！

今も昔も北陸と縁の深い「昆布」。
この地に根付いた昆布文化と
そのルーツに目を向けてみませんか。

松前

大坂

北前船
西回り航路

伏木

岩瀬
放生津

水橋

七尾

輪島

福浦

金石

美川
橋立

塩屋

瀬越
三国

河野
敦賀

北陸の
寄港地※

蝦夷

昆布巻かまぼこ
富山湾の新鮮な魚と北
前船が運んだ昆布から
生まれた昆布巻かまぼ
こは、今も日常的に親
しまれている。

昆布締め
魚を保存する方法のひとつとして、
昆布が入手しやすかった富山で発達
した。ちなみに昆布締めに用いられ
ることの多いカジキは、富山では「サ
ス」、石川では「サワラ」と呼ばれる。

ニシンの昆布巻き
昆布とニシンはどちら
も北前船の交易品とし
て北陸にもたらされた。
まさに北前船が生んだ
郷土料理と言える。

内産昆布の大部分は、北海道で生産されています。

その昆布が北陸に根付いた最大の理由は、17世紀に大坂

と蝦夷を結び、明治時代まで海運の主役として活躍した

廻船「北前船」。その寄港地であった越中・能登・加賀・

越前には、蝦夷から昆布やニシンなどが運び込まれ、北陸

の昆布文化の基盤をつくりました。

　現代においても、富山市の１世帯あたりの昆布の年間

支出額は、全国平均を大きく上回ります。また北陸全体を

見ても、昆布の支出額が他の地域に比べて大きくなって

います（出典：総務省「家計調査」）。北前船がもたらした

昆布文化が、今なおしっかりと定着している証です。

　北陸には昆布締めや昆布巻きなどに代表される、昆布

の郷土料理がたくさん伝え残されています。全国的には

「だし」に使われることの多い昆布が、食材としてこれほ

ど多彩な料理に用いられる地域は全国でも珍しく、北

陸独自の食文化だと言えるでしょう。

　また「とろろ昆布」や「おぼろ昆布」など、昆布を削って

食する文化が根付いているのも北陸の特徴です。現在、

とろろ昆布は機械で加工されることが多く、全国各地で

生産されていますが、昆布職人が表面を薄く削って作ら

れるおぼろ昆布は、全国の生産量の８割以上を福井県が

占めています。

　日本の食に欠かせないものなのに、全国的には注目さ

れることが少ない昆布。それを食文化と呼べる域にまで

育み、長く愛してきたのが北陸という地域なのです。

国
えぞ

※北陸の寄港地には諸説があります。
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　シェールガスという言葉をニュースで耳にすることがあります。頁岩

（シェール）※1の中に閉じ込められている天然ガスのことです。最近まで

これを取り出す技術がありませんでしたが、米国でその技術が開発され

７、８年前から生産が始まりました。シェールガスの生産は年々増え、今では

米国の天然ガス生産の40%以上を占めるようになりました。いま米国は

ロシアを抜いて世界一の天然ガス生産国です。

　生産数量が増えたために、2007年頃には米国の天然ガスの価格は急速

に下がり、一時は日本の輸入価格の1/5～1/6程度になりました。それまで

米国の発電の50%は、国内に豊富にある石炭を燃料に行われていました。

しかし、石炭から天然ガスに燃料を切り替える電力会社が多く現れ、今で

は石炭による発電は全体の40%を切り、その分天然ガスによる発電が増え

ました。中には石炭火力をゼロにし、すべての発電を天然ガス火力に切り

替える電力会社まで登場しました。

　そして今年の1月、米国を寒波が襲いました。米国の家庭ではガスによる

セントラルヒーティング※2が多く行われており、電気による暖房を行って

いる家庭もかなりあります。寒波によりガスと電力の需要が増えたことで、ガ

スの価格が上昇します。地域によっては天然ガスの価格が周辺地域の10倍

になりました。これは日本の輸入価格のほぼ倍という高さです。

米国では安い天然ガスに
発電方法を切り替えたのね。
それなのに・・・。

現在、「安定供給」・「経済性」・「環境保全」のすべて

を常に満たす理想的な発電方法はありません。だか

らそれぞれの発電方法の長所を活かし、また弱点

を補い合う「電源のベストミックス」が必要なので

す。もちろん「安全であること」がすべての大前提

です。それが「Ｓ＋３Ｅ」という考え方であり、私た

ちが安心して電気を利用するために必要なものな

のです。

1951年生まれ、京都大学卒。住友商事、
プール学院大学教授を経て2010年４月
から現職。現在、（独）新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）「技術委員」、
日本商工会議所「エネルギー・原子力政策
研究会委員」などを務め、報道番組出演や
著作発表を通じてエネルギー・環境政策
に関する言論活動も活発に行っている。

常葉大学 経営学部 教授
Y a m a m o t o   R y u z o u
山本 隆三

フム
フム

える子さん 山本先生

私たち主婦は、毎日の買い物で安いものを選ぶのはごく当た

り前のこと。電力会社も発電のための燃料を購入していると

思いますが、価格を最優先に考えて安いものを選んでいるの

でしょうか？　例えば発電も、いろんな発電方法の中から

いちばん費用のかからない方法で統一してしまえば、電気

料金はもっと安くできると思うんですが…。

教えて、山本先生！

いちばんおトクな発電方法で
一本化したらいいんじゃない？

知っているようで知らない、
暮らしとエネルギーの関係を
分かりやすく解説します。

海外にはいちばん安い燃料だけで発電しているところはあるの？

今回のテーマ

　この状況に困ったのは、石炭火力からガス火力に切り替

えた電力会社です。どんなに価格が高くてもガスを購入す

るしかありません。石炭火力を残しておけばよかったと

後悔し、一つの燃料に頼る怖さを思い知ることになりまし

た。一つの燃料に依存せず、さまざまな燃料を使い多様化

を図るのは、電気を確実に送るためには大切なことです。

これは『エネルギー安全保障』と呼ばれる考えです。

　いろいろな発電方法を組み合わせることは重要ですが、

そのためにコストが高くなると電気料金の上昇を招くこ

とになります。受け入れ可能なコストの中で多様化を図

り、確実に電気を送るという難しいかじ取りを電力会社は行

わなければなりません。

　日本の電力会社は、水力以外すべての燃料を輸入してい

るので、輸入価格を考えながら多様化を図ることになりま

す。石炭、石油、天然ガス、原子燃料の将来の価格まで想定

し、どのような比率で発電を行えば安定的に安価に電力供

給を行えるか考えます。さらに、最近は環境問題への注目

も高まっており、特に温暖化を招く二酸化炭素の排出を抑

えることも求められます。例えば石炭は安価な燃料ですが、

二酸化炭素をもっとも多く排出してしまう欠点もあります。

　安定供給、経済性、環境保全は全て英語の頭文字がＥで始

まります。この３Ｅに安全（Ｓ）にという大前提を加え、ベスト

ミックスと呼ばれる最善の発電方法の組み合わせを考えます。

ひとつのものに頼るとよくないのね！

まとめ

けつがん

むむむ

UP!

DOWN

天然ガスによる
発電量

石炭による
発電量

石炭 天然ガス

燃料の
切り替え！

Energy
Security

Environmental
conservationEconomy

安定供給

経済性 環境保全

S+3E

UP!

※1  頁岩:粘土などが体積してできた岩で、板状に薄くはがれる性質のもの。有機物を多く含み、
        シェールガスやシェールオイルを回収することができる。
※2   セントラルヒーティング：一カ所の熱源から各部屋へ熱を届ける暖房方式。

ZZ
Z

電力需要

天然ガス
の価格

電気は価格だけじゃなく、
S＋3Eが大切なのね！

Safety 安全性

石炭
25.0%

石炭
27.6%

天然ガス
（LNG）
29.3%

天然ガス
（LNG）
42.5%

原子力
28.6%

原子力
1.7%

水力
8.5%

新エネルギーなど
（太陽光、風力など）

1.1%

石油など
7.5%

新エネルギーなど
（太陽光、風力など）

1.6%

石油など
18.3%

発電電力量の構成比

2010年度 2012年度

（電力会社10社計 [他社受電分を含む]）

※四捨五入の関係で割合の合計が100％にならないことがある　電気事業連合会発表資料より作成

水力
8.4%
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材料（4人前）
1人前/84 kcal

昭和17年長崎県生まれ、15歳で料理人を志し、大阪
市内の割烹にて修業。昭和46年から福井に移り
開花亭の料理長に就任。平成5年厚生労働大臣賞
受賞、平成23年福井県政功労者として表彰される。

筍と昆布の煮物
石川で親しまれてきた筍の根
元と昆布の煮物は、全国的に
も珍しい調理だと言われてい
ます。また富山には筍と昆布
の味噌煮が伝わっており、北
陸の食文化と昆布の強い結び
つきを感じさせます。

材料

筍
煮物昆布
昆布の戻し汁
酒
薄口しょうゆ
濃口しょうゆ
みりん
砂糖

１本
40g
400cc
大さじ３
大さじ3～4
大さじ１
大さじ２
大さじ１

米のとぎ汁で下ゆでした筍を、根元は
1.5cm厚の半月切りにし、穂先5cmは縦に
4つ割にする。 昆布は水につけて戻し、
10cm程度の長さに切って結び昆布にする。

鍋に筍と昆布、昆布の戻し汁を入れ、酒
を加えて火にかけ、沸騰したら薄口
しょうゆ、濃口しょうゆ、みりん、砂糖
を加える。

およそ30分程度、弱火で味がしみ込む
まで煮る。器に盛りつけてできあがり。

1

2

3

開花亭 料理長

（かわ・としあき ）

加羽 俊明氏 

厚揚げと小松菜の柚香煮

甘鯛の重ね焼

北陸の有名料亭の料理長が

「ワンランク上の家庭料理」の作り方と

プロのテクニックをアドバイス。

今回は、和の繊細な味を楽しむ

日本料理をご紹介します。

甘鯛は三枚におろし、さらに半分の
大きさに切る。切り身の全体にまん
べんなく塩をふり、30分～１時間
程度おく。出てきた水分はキッチン
ペーパーでふきとる。

切り身の皮を外側にして両端を
丸め、串を刺して固定する。熱し
たフライパンにサラダ油をうす
くひき、甘鯛の両面に焼き目がつ
くまで、フタをして弱火で焼く。

あらかじめ下ゆでした丸むき大根
を、　 で柔らかくなるまで炊く。
器に大根と、その上に甘鯛を盛り
つけ、だしで溶いておいたわさびを
上からかけてできあがり。

串打ちをして見た目もきれいに！
甘鯛の皮は加熱すると縮むため、切り
身をそのままで焼くと身が反ってし
まいます。皮を外側にして丸め、串で
固定してから焼くことで形が崩れる
のを防ぎます。

小松菜のゆで具合は
根元でチェック！

●甘鯛の重ね焼 ●厚揚げと小松菜の柚香煮

小松菜のゆで具合は、一番固い根元の
部分を指でつまんで確認します。弾力
が残る程度に柔らかくなったらちょ
うどいいタイミングです。

1. 2. 3.

1. 2. 3.

材料（4人前）
1人前/75kcal

甘鯛
大根
わさび
だし
サラダ油

…１尾
…１本
…小さじ1～2
…100cc
…少々

A

鍋に湯を沸かして小松菜を入れ、
ゆでる。鮮やかな緑色になったら
冷水に取り、水気をしぼって４cm
ほどの長さに切っておく。

厚揚げは8等分に切り、鍋に  と
厚揚げを入れて４～５分中火で
煮含めておく。

鍋に１の小松菜と　 を入れ、ひと煮
立ちしたら取り出して冷ましておく。
厚揚げと小松菜を器に盛り付け、きざ
んだ柚子の皮をのせてできあがり。

B C

第6回

甘鯛の重ね焼＆

厚揚げと小松菜の柚香煮

甘鯛の重ね焼＆

厚揚げと小松菜の柚香煮
ゆ こ うゆ こ う

開花亭／福井市中央3-9-21 Tel: 0776- 23 -1009

…１丁
…1束
…適量

厚揚げ
小松菜
柚子

たけのこ

だし
白しょうゆ
（薄口しょうゆでも代用可）
みりん
塩

…400cc
…大さじ１

…大さじ１
…小さじ1/2

白しょうゆを使って作る八方だし（下
記参照）です。下記を合わせてひと煮
立ちさせます。

白八方だしA

だし
薄口しょうゆ
みりん

…400cc
…大さじ2
…大さじ１

さまざまな料理に使える（八方に使え
る）ことから「八方だし」と呼ばれます。
下記を合わせてひと煮立ちさせます。

B 八方だし

だし
塩

…400cc
…少々

より薄味に仕上げた八方だしです。
下記を合わせてひと煮立ちさせます。

C 吸八方だし

薄口しょうゆ
みりん

…小さじ１
…小さじ１



2014年度北陸電力グループの主な取組みについてお知らせします。
北陸電力グループは、「電力の安定供給を守り抜く」「更なる効率化に挑戦し、競争力を高めていく」「個人・組織の能力を最大限
発揮する」「地域社会から信頼いただく」の経営方針のもと、以下の取組みをはじめとする様々な取組みを着実に進めることに
より、北陸地域の更なる発展とともに歩む「皆さまから信頼され選択される北陸電力グループ」を目指してまいります。

▶ 当社は、原子力安全・保安院からの指示文書「敷地内破砕帯の追加調査計画の策定について（指示）」（2012年7月）に基づき、追加調査
計画を策定し実施してきた調査結果について、2013年12月、最終報告書を取りまとめ、原子力規制委員会に報告いたしました。

▶ その後、原子力規制委員会有識者会合による現地調査（2014年2月）において、当社のこれまでの調査結果に基づき、しっかりとご説
明いたしました。評価会合（同年3月）の内容も踏まえ、引き続き、志賀原子力発電所の安全性についてご理解いただけるよう、丁寧な
説明に努めてまいります。

▶ 東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故を受け、「電源確保」お
よび「冷却機能の確保」、「発電所敷地内への浸水防止」などの観点
から、志賀原子力発電所における津波等に対する「安全強化策」を
着実に実施してきました。

▶ 志賀原子力発電所の早期再稼働に向け、地域の皆さまにご安心い
ただけるよう、より一層の安全対策に取り組み、新規制基準をク
リアするとともに、世界最高水準の安全性を目指してまいります。

▶ 富山新港火力発電所石炭１号機をリプレースし、ＣＯ２排出量を大幅に低減
できるＬＮＧ（液化天然ガス）を燃料とする当社初のコンバインドサイクル
発電設備※1を導入いたします。

▶ 将来にわたり環境にやさしい電気をお届けしていくため、再生可能エネルギーの導入を着実に進めてまいります。

これまで、2020年度までに、発電電力量８千万kWh/年程度の拡大(2007年度対比)を目標に進めてまいりましたが、
既設設備の改修などの取組みをさらに拡大し、１億kWh/年を新たな目標として取り組んでまいります。　　

▶ 当社は、厳しい経営環境に対処するため、あらゆる分野に
関して、組織・部門・グループの垣根を越えた徹底的な効率
化に一丸となって取り組んでまいりました。
　2014年度についても、資材調達価格、燃料費、人件費および
諸経費の低減に取り組むなど業務全般において、これまで
の取組みを継続し、更なるコスト低減に向けて努力して
まいります。

（※1）ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた発電設備で、従来の蒸気タービンでの発電と
　　　比較して熱効率が高く、エネルギーの有効活用を図ることができる。

▶ 志賀原子力発電所の停止が継続するなか、水力･火力発電所の補修時期の調整など、供給力の確保に向け可能な限りの対策を講じる
とともに、お客さまに節電・省エネをお願いし、ご協力いただくことにより、安定供給を確保しています。

▶ 引き続き、電力需給安定化に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいります。

（※2）ＬＮＧ１号機運転開始による新港地点でのＣＯ２削減量

（※3）当社2012年度調整後ＣＯ２排出原単位を使用して試算（以下、風力発電も同じ）

富山新港火力発電所ＬＮＧ１号機イメージ図

片貝別又発電所建設工事現場

●詳細につきましては当社ホームページに掲載しております。　http://www.rikuden.co.jp/koritsu/

電力の安定供給を守り抜きます

更なる効率化に挑戦し、競争力を高めていきます

＜ＬＮＧ火力建設計画の着実な推進＞

＜再生可能エネルギーの導入拡大＞

出力

42.47万kW

運転開始予定

2018年度

   CO2削減量※2

120万t-CO2/年程度

水力発電

風力発電

[ 現在開発を進めている水力発電所 ]

発電所名

北又ダム

片貝別又

出力

130kW

4,400kW

発電電力量

90万kWh/年程度

1,740万kWh/年程度

運転開始予定

2014年11月

2016年度

CO2削減量※3

0.04万t-CO2/年程度

0.82万t-CO2/年程度

当社グループの日本海発電（株）は、テクノポート福井において、
新たな風力発電の建設計画を進めており、現在、環境影響調査を行っています。

発電所名

三国風力

発電電力量

1,600万kWh/年程度

出力 運転開始予定

2016年度

CO2削減量

0.75万t-CO2/年程度8,000kW
（2,000kW×4基）

8,500
8,239

6,790

（円/月）

8,000
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7,000
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0
当社以外の電力各社（沖縄電力を除く） 当社

【2014年３月分（当社試算値）】 前提条件　
・基本料金制の場合：従量電灯Ｂ、契約電流30Ａ、使用量300kWh/月
・最低料金制の場合：従量電灯Ａ、使用量300kWh/月
・初回口座振替割引額(北海道電力、東北電力を除く)、太陽光発電促進付加金、
  再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額および消費税等相当額を含む

○志賀原子力発電所敷地内シーム等に関する審査への的確な対応

○電源の低炭素化に向けた取組み

○世界最高水準を目指した志賀原子力発電所の安全対策の推進

○電力需給安定化に向けた需給両面の取組み

LNGバース

LNG燃料設備

LNG1号機

発電部門 流通部門 営業部門

お客さま

北陸電力グループ各事業所における節電・省エネの徹底および強化

◎ 水力・火力発電所の補修時期調整
◎ 設備の保守管理の徹底、火力燃料の確実な調達

節電やエネルギーの
効率的利用へのご協力

きめ細かな訪問などを
通じたお願い

連携

電力需給安定化に向けた主な取組み

連携

4m

標高15m

防潮堤の構築 大容量電源車の配備
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推実

水力発電電力量の拡大（’07対比）

目標
（年度）

＜参考：電気料金の水準＞

　　 一般ご家庭での電気料金比較
　　 （従量電灯のモデルによる電力各社比較）
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Life  and Culture

ライフ&カルチャー

?

フラワー・ガーデンのデザインや、装
花・ブライダルブーケなどの制作・講師
活動を中心に、現在は石川県内や東京
でもスクールを開催。

清涼感のある香りを楽しみながら、観賞用のほかに、

お茶にして楽しんだり料理にも活用できる、ハーブの栽培方法についてご紹介します。

＜用意するもの（今回使用したもの）＞

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会
公認スクール主宰／Draw Garden
フラワー・ガーデンデザイナー

村本 智絵さん

ハーブで彩る春の愉しみ。
簡単家庭菜園！

鉢底ネットを敷
いた上に、鉢底
石を鉢の底が見
えなくなる程度
入れます。

苗の根をほぐし
て植え込み、苗
の根の隙間に培
養土を入れます。

鉢の半分程度の
量の培養土に、
一握り程度の
元肥を混ぜ込み
ます。

最後に乾燥予防
のバークチップ
を表面に並べて
完成！

●  おすすめハーブ 4種（各1株）
●  鉢（8号）
●  培養土（ハーブ専用の培養土がおすすめです。）
●  鉢底石又はパーライト（土壌改良剤）
●  元肥
●  バークチップ
●  鉢底ネット
●  スコップ
●  ジョーロ

５つの

ポイント

日当たりと風通しの良い場所で育てましょう。
土は水はけの良い土を。石灰質の土がハーブには適しています。
水分は適度に。乾燥気味に育てるのがコツです。
肥料は控えめに。ハーブの香りがよくなります。
成長してきたら、こまめに収穫しましょう。

清涼感のある香りで、リフレッ
シュ効果、消化促進や鎮痛作
用などの効果があるといわれ
ています。

殺菌効果と抗ウイルス作用があ
り、気管支系によく、喉が痛い時
や風邪予防にも効果があるとい
われています。

さわやかな香りが緊張感を緩
和し、不眠症や生理不順にも
効果があるといわれています。

心身をリラックスさせ、不眠症
や貧血、冷え性にも効果が
あるといわれています。

フレッシュハーブティーの作り方

ミント タイム レモンバーム カモミール

＜おすすめのハーブ苗＞

ハーブは原産地の気候によって、乾燥または多湿を好むな
ど、それぞれに異なる特徴的な性質を持っています。水や
りが少なければ多湿を好むものは枯れてしまい、多ければ
乾燥を好むものは腐ってしまいます。寄せ植えをする際は、
お店などでハーブの相性を聞いて、生育環境が似通った
ハーブを選ぶと良いでしょう。

①摘み取ったハーブは水洗いし、水気をよく切っておきます。
②あらかじめ温めておいたポットにハーブを入れ、沸騰したお湯を注ぎます。
③香りを逃がさないようすぐフタをして、3～5分蒸したらできあがりです。

● ミント・タイム・レモンバーム
　…約10cmの枝を各5本ほど。または葉を10枚ほど
● カモミール…花を１０輪ほど（お好みに応じて）
※お好みでハーブの量を調整してください。

ご注意！

「こども110番の車」運動

「電柱の上にカラスの巣！」
見かけたらお客さまサービスセンターへご連絡をお願いします。
＜お願い＞電柱には、高さ3m付近に「電柱番号」があります。お分かりになりましたら、一緒にお知らせください。

カラスの巣が電線に触れると、
停電の原因になることがあります。

お客さま宅の屋内配線の
安全調査にご協力をお願いします。

北陸電力を装った訪問行為・
不審電話にご注意ください。

● 調査員は「業務委託証明証」を着用しておりますので、ご確認ください。

北陸電力を
装った例

北陸電力では法令に基づく屋内配線の安全調査を、調査機関に委
託して行っております。調査員は「業務委託証明証」を提示し、安全
調査を無料で行います。

北陸電力の従業員や北陸電力から委託された施工者の名前を巧みに利用
した訪問行為やセールス電話が多数報告されています。不審に思われた場
合は、北陸電力までお問い合わせください。

● 電気の契約を見直しするため、契約メニュー・電気料金・
 契約電力・使用量を教えてほしい。
● 機器の設置で電気料金が安くなるので、設備を見せてほしい。
● 「北陸電力からのお知らせ（検針票）」を見せながら、電気料金を請求する。

不
審
電
話

訪
問
行
為 ▶ 疑わしい場合は、身分証明証の提示を求め
 確認してください。

北陸電力では、電話などでお客さまの契約メニューや
使用量などをお聞きすることはありません。

北陸電力では、契約の見直しなどと称して
機器の売り込み勧誘をすることはありません。

▶ 不審に思われた場合は、一旦電話を切り
 北陸電力までお問い合わせください。

1 3

2 4

北陸電力グループでは、地域のお子さまたちを見守る「こども110番の車」運動に取り
組んでいます。社用車（約1,500台）に「こども110番の車」ステッカーを貼り、お子さ
またちが助けを求めてきた場合や、危険があることを発見した場合に一時的に保護し
て、関係機関へ通報するなどの対応を行うものです。

このステッカー
が目印です！

月～金/9時～19時受付
（祝日・年末年始を除く）

電気に関するご相談・
お問い合わせは… 0120-167540お客さま

サービスセンター

花のミュージアム フローリィ 10周年!

石川県羽咋郡志賀町赤住14字54番地1  Tel : 0767-32-8787

9 : 30 ～17 : 00
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

[営業時間]
[休 館 日]

4月1日から入館料が無料になりました。

○ 四季折々に咲く花に囲まれながら、癒しのひとときをお過ごしいただけます。
○ イベントの詳細は、ホームページ（http://www. f leur i . jp/ ）をご覧ください。

入館
無料

おかげさまで『花のミュージアム フローリィ』は4月29日でオープン10周年です。
コンサートやクラフト教室など各種イベントも随時開催しております。
スタッフ一同、皆さまのお越しをお待ちいたしております。

10th
FLEURI

Anniversary

mu
see de la f leur

★

ティーポット、カップ＆ソーサーを
セットで10名様にプレゼントします。

ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、
アンケートのお答え、本誌を読んだ感想をご記入いただき、
下記宛先までお送りください。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お客さまからお預かりした個人情報は賞品発送のみに利用し、その他の目的に
　利用したり第三者に開示したりすることはありません。

〒930-8686 富山市牛島町15-1
北陸電力（株）地域広報部 プレゼント係

本誌で関心を持たれた
記事はどれですか？

アンケート

Ａ

B

C

D

E

F

北陸風土彩々

エネルギー・ゼミ

我が家のごちそうレシピ

ニュース&トピックス

インフォメーション

ライフ＆カルチャー

Present & Enquete

ハガキで

平成26年5月30日（金）必着

応
募
方
法

10

ハーブティーの色と香
りを楽しむのに最適な
ハーブ柄のポットと
カップ＆ソーサーです。
ポットは、フィルター付
きなので、細かな茶葉
にも適しています。

材質／耐熱ガラス（熱湯、電子レンジ用）
サイズ／ポット：（５００ｃｃ２～３人分）カップ：（200cc）
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心身をリラックスさせ、不眠症
や貧血、冷え性にも効果が
あるといわれています。

フレッシュハーブティーの作り方

ミント タイム レモンバーム カモミール

＜おすすめのハーブ苗＞

ハーブは原産地の気候によって、乾燥または多湿を好むな
ど、それぞれに異なる特徴的な性質を持っています。水や
りが少なければ多湿を好むものは枯れてしまい、多ければ
乾燥を好むものは腐ってしまいます。寄せ植えをする際は、
お店などでハーブの相性を聞いて、生育環境が似通った
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①摘み取ったハーブは水洗いし、水気をよく切っておきます。
②あらかじめ温めておいたポットにハーブを入れ、沸騰したお湯を注ぎます。
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● ミント・タイム・レモンバーム
　…約10cmの枝を各5本ほど。または葉を10枚ほど
● カモミール…花を１０輪ほど（お好みに応じて）
※お好みでハーブの量を調整してください。

ご注意！

「こども110番の車」運動

「電柱の上にカラスの巣！」
見かけたらお客さまサービスセンターへご連絡をお願いします。
＜お願い＞電柱には、高さ3m付近に「電柱番号」があります。お分かりになりましたら、一緒にお知らせください。

カラスの巣が電線に触れると、
停電の原因になることがあります。

お客さま宅の屋内配線の
安全調査にご協力をお願いします。

北陸電力を装った訪問行為・
不審電話にご注意ください。

● 調査員は「業務委託証明証」を着用しておりますので、ご確認ください。

北陸電力を
装った例

北陸電力では法令に基づく屋内配線の安全調査を、調査機関に委
託して行っております。調査員は「業務委託証明証」を提示し、安全
調査を無料で行います。

北陸電力の従業員や北陸電力から委託された施工者の名前を巧みに利用
した訪問行為やセールス電話が多数報告されています。不審に思われた場
合は、北陸電力までお問い合わせください。

● 電気の契約を見直しするため、契約メニュー・電気料金・
 契約電力・使用量を教えてほしい。
● 機器の設置で電気料金が安くなるので、設備を見せてほしい。
● 「北陸電力からのお知らせ（検針票）」を見せながら、電気料金を請求する。

不
審
電
話

訪
問
行
為 ▶ 疑わしい場合は、身分証明証の提示を求め
 確認してください。

北陸電力では、電話などでお客さまの契約メニューや
使用量などをお聞きすることはありません。

北陸電力では、契約の見直しなどと称して
機器の売り込み勧誘をすることはありません。

▶ 不審に思われた場合は、一旦電話を切り
 北陸電力までお問い合わせください。

1 3

2 4

北陸電力グループでは、地域のお子さまたちを見守る「こども110番の車」運動に取り
組んでいます。社用車（約1,500台）に「こども110番の車」ステッカーを貼り、お子さ
またちが助けを求めてきた場合や、危険があることを発見した場合に一時的に保護し
て、関係機関へ通報するなどの対応を行うものです。

このステッカー
が目印です！

月～金/9時～19時受付
（祝日・年末年始を除く）

電気に関するご相談・
お問い合わせは… 0120-167540お客さま

サービスセンター

花のミュージアム フローリィ 10周年!

石川県羽咋郡志賀町赤住14字54番地1  Tel : 0767-32-8787

9 : 30 ～17 : 00
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

[営業時間]
[休 館 日]

4月1日から入館料が無料になりました。

○ 四季折々に咲く花に囲まれながら、癒しのひとときをお過ごしいただけます。
○ イベントの詳細は、ホームページ（http://www. f leur i . jp/ ）をご覧ください。

入館
無料

おかげさまで『花のミュージアム フローリィ』は4月29日でオープン10周年です。
コンサートやクラフト教室など各種イベントも随時開催しております。
スタッフ一同、皆さまのお越しをお待ちいたしております。

10th
FLEURI

Anniversary

mu
see de la f leur

★

ティーポット、カップ＆ソーサーを
セットで10名様にプレゼントします。

ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記のうえ、
アンケートのお答え、本誌を読んだ感想をご記入いただき、
下記宛先までお送りください。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※お客さまからお預かりした個人情報は賞品発送のみに利用し、その他の目的に
　利用したり第三者に開示したりすることはありません。

〒930-8686 富山市牛島町15-1
北陸電力（株）地域広報部 プレゼント係

本誌で関心を持たれた
記事はどれですか？

アンケート

Ａ

B

C

D

E

F

北陸風土彩々

エネルギー・ゼミ

我が家のごちそうレシピ

ニュース&トピックス

インフォメーション

ライフ＆カルチャー

Present & Enquete

ハガキで

平成26年5月30日（金）必着

応
募
方
法

10

ハーブティーの色と香
りを楽しむのに最適な
ハーブ柄のポットと
カップ＆ソーサーです。
ポットは、フィルター付
きなので、細かな茶葉
にも適しています。

材質／耐熱ガラス（熱湯、電子レンジ用）
サイズ／ポット：（５００ｃｃ２～３人分）カップ：（200cc）

09

インフォメーション
I n f o r m a t i o n




