
都市ガス・プロパンガス

太陽光

①太陽電池モジュール

②パワーコンディショナ

③屋内分電盤

④電力量計

電力会社

青色のガスホース（青ゴム管）

白色のガスホース（ソフトコード）

発電

太陽光発電システムによる地球環境に配慮した
暮らしをぜひ体感してください。

青色のガスホース（青ゴム管）

白色のガスホース（ソフトコード）

エネファーム又はエコ
ウィルと太陽光を組み合
わせたマイホーム発電は、
ガスと電気をベストミッ
クスさせたW発電です。
W発電では発電量も

増えるため、家庭で消費
できなかった多くの余剰
電力を売電することが
でき、オール電化住宅と
比べても、経済的なメリッ
トがでます。
詳しくは昭島ガスの体験

館へ是非、見学にお越しくだ
さい。

AKIGAS通信

第１８号

※料理教室やすうどくなどにご応募いただきました
　みなさまの個人情報は適切にお取扱いさせていただき、
　その目的以外には利用いたしません。

※次号の発行は８月となります。

■発行・編集／2010年6月  昭島ガス

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地
TEL.042-546-8811
FAX.042-546-6196
URL.http://www.akishimagas.co.jp
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親子で行く 夏休み 日帰りバスツアー 大募集！

ママさんバレー 結果報告

す ど くう
すうどくとは９×９のマスの中に、
１から９までの数字を入れていく
パズルです。ただし、守らなけれ
ばいけないルールは次の三つ。

●各列で同じ数字を使わない。
●各行で同じ数字を使わない。
●太い枠線で囲まれた３×３のマス目の中では同じ数字を使わない。

A賞 クオカード（３,０００円） ５名様
B賞 クオカード（１,０００円） １５名様

正解者の中から抽選で、クオカードプレゼント

３２０通の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。

前回の解答 ６A ２B ９C

問題 ３つの　（　　　）の数字はいくつでしょうか？A B C

■応募方法
　ハガキに ①郵便番号、住所 ②氏名
 ③電話番号 ④答え
　  をご記入の上ご応募ください。
■宛　　先 〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地
 昭島ガス「すうどく」係
■締  切  り ７月１６日（金）当日消印有効

※正解者多数の場合は抽選とさせていただきます。
　当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

A B C
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ガスコンロ・炊飯器を買い替える時は、ガスホースも
お取り替えをしてください。

①ガスホースの汚れがひどく、硬くなっているもの
　はお取り替えしてください。

②ガスホースは正しく接続しないとガス漏れの原
　因になります。

③ガスホースはガスコンロに接触しない長さで使
　用してください。長すぎてガスコンロの下に引
　き回されていると高温になるため危険です。

■ガスホースは、長期間の使用で劣化し、ガス漏れの原因と
　なりますので、３年に１回程度の頻度でお取り替えが必要
　です。

■青色の都市ガス用ホース（青ゴム管）は、平成８年以降
　は販売されておらず、経年劣化による硬化やヒビ割れが発
　生している可能性が高いことから、早急に白色の都市ガス
　用ホース（ソフトホース）にお取り替えください。

安全にご使用いただくために、
必ずお守りください。

AKIGAS体験館で太陽光発電の展示をはじめました。
W発電のおすすめ！！
ダブル

太陽光発電システム
を導入するための
補助金制度があり
ます。

エネファームやエコウィルを組み合わせると
更に快適に暮らしながら売電量がアップし、
経済的です。

太陽光発電をAKIGAS体験館に設置しました。

太陽光発電のしくみ

グレードアップ&セーフティフェアを４月３日（土）に昭島ガス構内で開催しました。
当日は上川原町囃子保存会様にお越しいただき、「祭囃子」を演奏していただ
きました。また、昭島ガス体験館では第３回全国親子クッキングコンテストで全国
大会に出場した安田親子様のご協力をいただき、全国大会に出品した作品「ア
キシマクジラの里帰り」の試食会や「紙風船の蒸しパン」のミニ料理教室を行い
ました。多くのお客様にお越しいただき、ありがとうございました。

グレードアップ&セーフティフェア開催報告グレードアップ&セーフティフェア開催報告
但し、対象となる太陽光発電システム
の条件があります。
詳しくは昭島ガスまでご連絡ください。

042-546-8811

平成２２年度 補助金単価 1kwあたり  7万円
平成２２年度 補助金単価 1kwあたり10万円
平成２２年度 補助金単価 1kwあたり  2万円

（上限１０万円）
昭島市

東京都

国

お客様サービス担当

※ホースが長くコンロの下に
　引き回されている。

※適切な長さでご使用ください。

※青ゴム管

※青ゴム管

※ソフトコード

※ソフトコード
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昭島ガス杯  ママさんバレ
ーボール大会

ハイニーズ ４年ぶりの
優勝 優  勝

ハイニーズ
準優勝 清泉クラブ
3　位 むさしの
4　位 共成クラブ

AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

場　　所 AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

時　　間 午前１０時～午後１時
 （メニューにより多少異なる場合があります。）

参  加  費 ２dayコース：
 　月１回 ２ヶ月 ５,０００円（当日現金払い）
 １dayコース：
 　各１回 １,０００円（当日現金払い）

募集人員 ２dayコース：８名
 １dayコース：各回８名

応募方法 はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、参加希望日をご記入の上ご応募ください。
 ※はがき１枚で１名様（１回分）のご応募でお願いいたします。※応募者ご本人様が出席してください。
 ※書き漏れがありますと応募無効となりますので、書き漏れのないようお願いいたします。

宛　　先 〒１９６-００３１昭島市福島町１０００番地　昭島ガス「料理教室」係
 ※各締切り日 当日消印有効　

問合せ先 営業企画担当　中村　TEL：０４２-５４６-８８１１
 ※当日キャンセルの場合はキャンセル料として各コースの参加費全額をいただきます。
 ※抽選結果につきましてはご当選された方のみ締切日から１０日以内に当選通知ハガキを発送さ
 　せていただきます。残念ながら落選された方は自動的にキャンセル待ちとさせていただきます。
 ※多くのお客様が昭島ガスの料理教室に参加していただけますように、初めてご応募された方を
 　優先的に当選とさせていただきます。
 　ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
 ※昭島ガス以外のお客様もご応募できます！！

料理教室募集要項

● カルフォルニアロール
● ダッチオーブンで洋風茶碗蒸し
● 夏野菜のハーブ風味
● ２色のグレープフルーツジュレ
　（お持ち帰り付き）

～旬のスィーツ＆ランチ～～色鮮やかな夏の食卓～

8月7日（土） 9月11日（土）

● かぼちゃのニョッキ
　～サーモンクリームソース～
● きのことパンチェッタのサラダ
● かぼちゃのプディング
　（陶器容器でのお持ち帰り付き） 8月 14日（土）、18日（水）

 19日（木）、24日（火）
9月 17日（金）、18日（土）
 22日（水）、27日（月）

8月 締め切り：7月16日（金） 9月 締め切り：8月20日（金）

～米粉を使った
 もっちりパン～
● 米粉のツイストドーナッツ
● 米粉のもっちりパン
● プロヴァンス風フィッシュ・チャウダー
● IH比較調理

～秋のスィーツ～

● 栗のケーキ
　（１人１台お持ち帰り）
● コンロ紹介メニュー

コ
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2
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コ
ー
ス

2
day

コ
ー
ス

1
day
コ
ー
ス

1
day

締め切り：7月16日（金）

ー 紙風船の蒸しパン ー

昭島市在住の安田様親子 全国大会出場！
第３回全国親子クッキングコンテスト 全国大会に出場した安田様親子の作品の一部を
ご紹介します。みなさんも是非、チャレンジしてみてください。

■材料（４人分）
【オーブンペーパー３０cm×３０cmの紙風船４つ分】

ホットケーキミックス １５０ｇ

バター ３０ｇ

砂糖 ４０ｇ

卵 L１個

牛乳 ９０ml

ベーキングパウダー 小さじ １

参  加  費 お一人様 １,０００円

対　　象 小学生のお子様と保護者様の親子 （未就学児は対象外）

募集人員 各隊とも４０名 （応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。）

応募方法 ハガキにて申込受付 （１家族各コース1枚づつのみ）※２枚以上の応募は無効となります。
  ①郵便番号・住所・電話番号 （日中連絡の取れる電話番号も記入してください。）
  ②参加者全員のお名前 （ふりがな）、 学年 （年齢）
  ③希望のコース
  ④バス希望乗車位置 （指定席となります。）
  　a 前側　 b 後側　 c どちらでも　をご記入の上、ご応募ください。
  　席はご希望に添えない場合もございます。
  　尚、一つでも書き漏れがありますと応募無効となりますので、書き漏れのないようお願いします。
 ※昭島ガス以外のお客様もご応募できます！！

締  切  り ７月９日（金） 当日消印有効
 ※抽選結果につきましては、ご当選された方のみ
 　締切日から２週間以内に必要書類を発送させ
 　ていただきます。

宛　　先 〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地
 昭島ガス「それいけ体験隊」係

問合せ先 営業企画担当　中村まで
 TEL：０４２-５４６-８８１１

 ７：１５ 昭島ガス集合

 ７：３０ 出発

１０：１５ 明野村ひまわり畑⇒

  ハイジの村

１２：３０ ほうとう小作【昼食】

１４：３０ 富士山レーダードーム館⇒

  エンジェルミュージアム

１９：３０ 昭島ガス到着・解散

8月4日
（水曜日） それいけ環境隊コースそれいけ環境隊コース

 ７：１５ 昭島ガス集合

 ７：３０ 出発

１０：００ 東京ガス環境エネルギー館

１１：３０ 桜木町ワシントンホテル【昼食バイキング】

１２：４５ 横浜みなと博物館⇒

  横浜市電保存館

１８：３０ 昭島ガス到着・解散

8月5日
（木曜日） それいけ科学隊コースそれいけ科学隊コース

※交通事情等により行先、時間などが変更になる場合もございます。

夏休み日帰りバスツアー夏休み日帰りバスツアー
「それいけ体験隊」隊員募集

親子で
行く

〈お知ら
せ〉

詳細は、チラシをご覧ください。
（７月配布予定）

第４回全国親子クッキングコンテスト
ウィズガス

参加者 
大募集！！
参加者 
大募集！！

■作り方

①　ボウルにバターと砂糖を入れ、泡だて器で混
ぜ合わせます。

②　①に卵を加えさらに混ぜ、ホットケーキミック
ス、ベーキングパウダーと牛乳も加えクリーム
状にします。

③　絞り袋に生地を入れ、オーブンペーパーで作
っておいた紙風船の口から流し入れます。

④　蒸し器に入れ、強火で１０分蒸します。竹串を
刺して、何もついてこなければできあがりです。

第３回 全国親子

クッキングコンテス
ト第３回 全国親子

クッキングコンテス
ト 作品レシピ紹介作品レシピ紹介第７回昭島ガス杯家庭婦人バレーボール大会

（主催昭島市バレーボール協会）は、５月９日（日）に
昭島市スポーツセンターで開催されました。大会は、８チーム
が参加し、Ａ・Ｂコートに４チームずつが分かれてリーグ戦
が行われ、日頃の家事や育児、そして仕事の合間をぬって
練習してきた成果を大いに発揮し、汗まみれの中で各チーム
３試合が戦い抜かれました。
Ａコートでは「ハイニーズ」が３戦全勝で決勝戦に進出、

Ｂコートでは「清泉クラブ」が前年優勝の「むさしの」を
破り、３戦全勝で決勝戦に進みました。決勝戦は、４年ぶり
の優勝をめざす「ハイニーズ」と初優勝を狙う「清泉クラブ」
の息づまる熱戦でしたが、「ハイニーズ」が２：０で勝ち、
みごと昭島ガス杯を手にしました。
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