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※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１２月となります。

■発行・編集／2010年10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
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特別料理教室 ～我が家の手作りお正月～ 大募集

「それいけ体験隊」隊員からのお便り

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 火災警報器（３,９８０円相当） ５名様
昭島ガスがお伺いし設置させていただきます。

B賞 クオカード（１,０００円） １０名様

正解者の中から抽選で、下記のご希望の商品をプレゼント

２４０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 ５A ７B ４C

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
　 ⑤ご希望の商品 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 １１月１２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賞は昭島ガスご利用のお客様に限ります。

A B C

昭島ガスは、環境マネジメントシステムの
国際規格ISO14001の認証を取得しております。

SA-262E

活動記活動記 ２０１０年８月２９日（日）昭島市の総合防災
訓練が中神小学校にて行なわれました。
大規模な直下型地震により、ガス本管に亀裂

が入り、ガス漏れが発生していることを想定し、
緊急修理の訓練を行いました。１００mm鋼管でガス

漏れ箇所に緊急補修継ぎ手を取り付け、ガス漏れを
止める作業を行いました。万一、大きな地震が起きた

場合に備えて、昭島ガスでは二次災害の発生を防止するとともに、早期にガス
の供給が再開できるよう復旧対策に取り組んでおります。

昭島市総合防災訓練に
　　　　　参加いたしました。

2010年8月29日実施　昭島市防災訓練風景

昭島ガスへのお問い合わせ電話番号

◎緊急時の電話番号：０４２-５４６-１１１１

昭島ガスでは、お客さまからの
お問い合せ等に迅速に対応さ
せていただくため、お取扱い
内容に対応する担当部門への
直通電話を設置しております。
お客さまには、お取扱い内容に
より右記直通電話番号へご連
絡くださいますようお願いい
たします。

●ガス使用開始及びガス使用中止連絡 代表：０４２-５４６-１１１１
●ガス料金に関するお問い合せ 料金担当：０４２-５４６-１１１６
●ガス機器に関するお問い合せ（新規購入・買い替え・修理等） お客様サービス担当：０４２-５４６-８８１１
●イベントやセールに関するお問い合わせ 営業企画担当：０４２-５４６-８８１１
●ガス工事（宅内工事）に関するお問い合せ 設備担当：０４２-５４６-１０４２
●導管照会・他工事に関するお問い合せ 供給担当：０４２-５４６-２０４２
●保安検査に関するお問い合せ 保安推進担当：０４２-５４６-１２２９
●新規ガス需要に関するお問い合せ 需要開発担当：０４２-５４６-１１１９

今年の夏はいかがお過ごしでしたでしょうか？今年も8月
4日、5日に日帰りバスツアー「それいけ体験隊」に行って
きました。環境隊では山梨へ行き、明野村のひまわり畑やハイジの村で自然とふれあっ
たり、富士山レーダードームやエンジェルミュージアムで自然の大切さを学びました。
また、科学隊では東京ガス環境エネルギー館でガスや科学について学び、日本丸の
見学や、昔走っていた市電を見学し、横浜の歴史について学びました。参加された
みなさまから体験したことや楽しかった思い出をお手紙や絵日記にして送っていた
だいた中から、そのほんの一部でしたがご紹介させていただきました。みなさまの
楽しかった思い出が私たちにもよく伝わってきてうれしくなりました。楽しい思い出
を送っていただき、ありがとうございました。

日帰りバスツアーそれいけ体験隊のご報告日帰りバスツアーそれいけ体験隊のご報告

隊長 中村　副隊長 川上（記）
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※目玉商品 以外の家庭用ガス機器と設置に関わる
　部品は３５%OFFにて販売させていただきます。
※特価販売は家庭用ガス機器に限ります。
※設置工事費は別途お見積りさせていただきます。
※詳しくは１０月に配布予定の 「ガスフェスタ開催」
　のチラシをご覧ください。

出展メーカーの紹介

2010
～炎のある暮らしをみなさまと共に～

今回のイベント今回のイベント
●キャラクターショー（ハートキャッチ プリキュア）
●プリキュア風船プレゼント！
●プリキュアサイン会（握手会）
●マジックショー（モンキーマジック）
●地場野菜の即売コーナー
●ミニ料理教室
●スタンプラリー
●機器購入した方へ大抽選会（豪華プレゼントをご用意）
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ガスフェスタ開催！ガスフェスタ開催！
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株式会社ノーリツ リンナイ株式会社 株式会社ハーマン

株式会社パロマ 東京ガスリモデリング株式会社 高木産業株式会社

その他イベント
盛りだくさん！！
その他イベント
盛りだくさん！！

●キャラクターショー（ハートキャッチ プリキュア）
●プリキュア風船プレゼント！
●プリキュアサイン会（握手会）
●マジックショー（モンキーマジック）
●地場野菜の即売コーナー
●ミニ料理教室
●スタンプラリー
●機器購入した方へ大抽選会（豪華プレゼントをご用意）
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特価ガス暖房機を　　　　にて販売

AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

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。）

募集人員 ２dayコース：８名　　１dayコース：各回８名

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）

場　　所 AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

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　山下　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。

● クリスマスリースパン
　（１人１コ持ち帰り）
● クリスマスプレート

● エビと青豆の伊達巻き
● 鶏の柚子茶焼き
● 花れんこんの甘酢漬け
● りんご羹（かん）
● お豆と杏の甘煮
● ハマグリの潮雑煮

～あったかチャイナ～～クリスマスを飾るパン～

12月11日（土） 1月15日（土）

● 鶏粥　　● 海鮮シュウマイ
● ザーサイともやしの和え物
● 大学イモ風ドーナツン
　（お持ち帰り付き）

12月 18日（土）、20日（月）
 21日（火）、22日（水）

1月 20日（木）、21日（金）
 22日（土）、24日（月）

12月 締め切り：11月12日（金） 1月 締め切り：12月17日（金）

～切り株のX’マスケーキ～
● ビュッシュ・ド・ショコラ
　（１人１台持ち帰り）
 ＋コンロ紹介メニュー

～バレンタインスイーツ～
● チェリーとチョコの
 　　　クランブルケーキ
　（１人１台持ち帰り）
 ＋コンロ紹介メニュー
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締め切り：11月12日（金）

〈お知ら
せ〉

１１月１３日（土）・

 １４日（日）  

１１月１３日（土）・

 １４日（日）  

《当日の予定》
　　調理実演・器具販売

《会　  場》
　　昭島市民会館にて

昭島市産業祭に
　　   参加します。

～我が家の手作りお正月～AKIGAS体験館　特別料理教室AKIGAS体験館　特別料理教室

日　　時 １２月２３日（木・祝）　午前１０時～午後１時

募集人員 １０名

費　　用 ２,０００円（１回）※重箱でお持ち帰り付
  ※重箱は昭島ガスでご用意いたします。

締　　切 １１月１２日（金）※当日消印有効

（１０：００～１６：００）

（９：００～１５：００） ■材料（６０～７０mlの器で６～８個分）
牛乳…………………カップ２ １/２
卵………………………………３個
砂糖……………………………１００g
バニラエッセンス……………少々
カラメルソース（市販品）…適量
ブルーベリージャム…………適量

なめらかプリン

※記載されている調味料の分量は目安です。
※食材の大きさや種類、調理道具によって異なる場合があります。

逸品レシピ逸品レシピ
うま！ラク

■作り方
①鍋に牛乳を入れて火にかけ、沸騰直前で火を止める。
②ボウルに卵を割り入れ、砂糖を加えて泡立て器でざらつ
きがなくなるまで混ぜ合わせる。粗熱の取れた①の牛乳
を少しずつ加えながら溶きのばし、ざるでこしてバニラエッ
センスを加える。
③表面の泡を取り除き、カラメルを入れた器に流し入れる。
ブルーベリージャムをのせるプリンにはカラメルは入れ
ない。

④土鍋に二つ折りにしたハンドタオルを敷いて万能
落としぶたをのせ、その上にプリンの入った器を
のせる。

⑤④の器の１/３～１/２の高さまで熱湯を入れて強火
にかけ、沸騰させる（沸騰までの時間は約５～６分。
このとき、ふたはしない。）
⑥沸騰したら火を止めて土鍋のふたをし、そのまま
２５分おいて余熱で火を通す。
⑦粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やす。食べる直前にカラメ
ルの入っていないプリンにブルーベリージャムをのせる。

土鍋の穏やかな火
あたりで、初心者
でも感動するほど
のとろけるような
食感のプリンがで
きます。

ポイントポイントポイントポイント
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。

暖房セール開催中！暖房セール開催中！

詳しくは先月配布したチラシまたは、ホームページ掲載のチラシ
をご覧ください。数に限りがありますので、お早めにどうぞ。無く
なり次第終了とさせていただきます。
※チラシが無い場合は昭島ガスまでご連絡をください。

12月末まで

昭島ガスでは、お年寄り等のご家庭でご使用の暖房機の設置、安全並びに点火確認を
無料で行っています。ご希望のお客様はご連絡ください。
※但し、昭島ガスご利用のお客様に限ります。※ガスのストーブ又は、ファンヒーターに限ります。

無料！！無料！！
同時にガス暖房機（ストーブ・ファンヒーター）設置キャンペーン実施！

※2010年11月末日まで

環境と家計に環境と家計にご愛用ご愛用
ご使用

10年以上の
追いだき機能付き
ガス給湯器から
エコジョーズに
取り替えると

 ※昭島ガスをご使用以外のお客様もご応募できます！！

『楽しかった日』
ぼくは、よこはまみなとはくぶつかんが、たのしかっ
たです。なぜならいろんなふねのもけいがあっ
たり、ほんもののふねがみれてよかったからです。
（またいきたいなぁ）　　　　　 小柳昇太くん

昭島ガスのかんきょうたいのみなさん、お世話
になりました。とても楽しい一日でした。来年も
さんかしたいです。写真ありがとうございました。
体にきをつけてください。　　　石井大希くん

バスツアーでよかったことは、船の博物館で船
の中にはいれたことです。なぜかと言うといけ
ない場所もありましたがいろんなとこに入れた
からです。来年はもっと楽しいところに行って
みたいなぁ～と思います。またつれて行ってく
ださい！　　　　　　　　　　  宗形海大くん

ぼくがレーダードームへ行って心に残ったこと
は一つあります。それは寒さ体験コーナーに行
き気温-5℃風速13mの所に入って体験したこ
とです。気温もだんだん低くなり風速も速くなっ
てきました。最初たえられました。でもとちゅう
からすごく中が冷えてきて服を着ている上半身
はだいじょうぶでした。でも半ズボンをはいて
いる下半身はすごく冷えました。顔もなにもなかっ
たので冷たくかんじました。でもすごく楽しかっ
たです。また来年も来たいです。

指原晴人くん

はいじのむらはとてもかわいくてまたいきたいです。
ゆきちゃんもかわいくてうちにもかいたいです。

安田芽晃さん

今回一番楽しかったのは、ハイジの村です。
ハイジの村は、スイスをイメージしたところで、お
花がいっぱいさいてて、きれいなところでした。と
くに、一番きれいだったのは、バラのてい園でした。
いいにおいがして、バラの色もいろいろありました。
バラのてい園をそっているうちに、もとの所にもどっ
てしまいました。時間どんどんすぎて、おみやげ
やさんに行くことになりました。おみやげやさん
には、いろいろありました。
なかでも一番ほしかったのがヨーゼフの大きいぬ
いぐるみでした。でもママに、それはだめって言
われて、すももがもっていたノートにしました。え
らんでるうちに、バスにもどる時間になってきまし
た。ハイジの村から出てバスにむかいました。バ
スにもどって全いんがくると、バスはしゅ発してつ
ぎのもくてきちに、むかいました。  古山杏春さん

※隊員からいただいたお便りを原文通り掲載させていただいております。2010年8月5日（木） 科学隊 集合写真

2010年8月4日（水） 環境隊 集合写真

8月5日に、おばあちゃんといっしょにバスツアーに
さんかしました。東京ガスかんきょうエネルギー館
で動物のえいがを20分間見ました。その次は、桜
木町ワシントンホテルで昼ごはんを食べました。ぼ
くはウインナーが大すきなのでいっぱい食べました。
デザートは、スイカ、グレープフルーツ、ミニケーキ
を食べました。すごくおいしかったです。そのあと
よこはまみなとはく物館に行きました。そこには、
日本丸がおいてありました。船の中は、おふろ、ベッ
トいろんな物がありました。おばあちゃんにいっぱ
いしゃしんをとってもらいました。そのあと、はくぶ
つかんの中に入ったら船のもけいがたくさんてん
じしてありました。その中には、ぼくのりょう手を広
げたいじょうに大きな船がありました。かいだんが
本物みたいでした。次にさいごの場所、よこはま市
電保存館に行きました。そこでてつどうを3分走ら
せました。そのあと電車がいっぱいてんじしてある
所に行きました。そこでおばあちゃんに運転手の
ぼうしをかぶっているところのしゃしんをとっても
らいました。
いろんなところを見学できてすごく楽しかったです。
また、来年もバスツアーにさんかしたいです。

細淵航太くん

隊員からのお便りです。
「それいけ体験隊」
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