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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。

※次回は、新年特別号（１月）となります。

■発行・編集／2010年12月  昭島ガス

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地
TEL.042-546-8811
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昭島ガス杯 昭島市少年サッカー大会 結果報告

第４回 全国親子クッキングコンテスト 出場報告

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 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

２６７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 ９A ３B ２C

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 １月４日（火）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

１０月２３日（土）に昭島ガス構内にて開催いたしました。当日
は天候にも恵まれ、会場ではエネファーム（家庭用燃料電池）
やエコウィル、太陽光発電などの環境性、経済性に優れたマイホー
ム発電を中心とした商品から、デザインや機能性にこだわった
ビルトインコンロまで幅広く展示を行い、多くのお客様に興味
を持っていただくことができました。また、プリキュアショーや
マジックショーなどのイベントも大盛況でしたので、来年もお客
様に喜んでいただける企画を満載してガスフェスタを開催した
いと思います。次回のご来場を心よりお待ち申し上げます。

ガスファンヒーターを               にお使いいただくために安全・快適ガスファンヒーターを               にお使いいただくために安全・快適
ガスファンヒーターご使用上の注意点

□消し忘れにご注意ください。
ファンヒーターをつけたまま
就寝や外出は絶対にしない
でください。（就寝時はタイ
マー機能を使うと便利です。）

□フィルターのお掃除をしてください。
・ガスファンヒーターのフィルターは月に１回を目安に
掃除をしてください。また、フィルターサインが点滅
した場合は必ずフィルター掃除をしてください。
・フィルターの汚れや目詰まりにより本体の過熱や故障
など思わぬ事故につながる恐れがあります。また、ご
使用中に嫌な臭いがするなどの異常を感じたら、お買
上げの販売店または、昭島ガスへご連絡ください。
・安全にお使いいただくために、定期的に（３シーズンに
１回程度）「機器本体内部清掃及び点検」を受けられ
ることをお勧めします。

寒い冬を暖かく、
快適に過ごしましょう～！！

□換気してください。
ガスファンヒーターは、
お部屋の空気を使って
ガスを燃焼させます。 
１時間に１～２回程度、
換気してください。

□温風の吹き出し口にはご注意ください。
温風吹き出し口は高温になりますので、直接触れる
とやけどするおそれがあります。また長時間吹き
出し口の近くにいると低温やけどをするおそれが
ありますので、ご注意ください。

昭島ガスでは、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

●高さ410×幅350×奥行284mm
●質量/5.1kg

R-452PMSⅢ

メーカー希望小売価格 ¥27,405（税込）

¥19,100
（
税
込
）

〈暖房の目安〉

木造

6畳まで
コンクリート造

8畳まで

ガス赤外線ストーブ

特価

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中！

工事費は約2万円位です。
※現場の状況によって金額が変わります。
※お客様宅に訪問し、お見積をさせていただきます。

お部屋にガス栓が増設できます。
お気軽にご相談ください。

日頃のご愛顧に感謝いたしまして、
暖房セールで暖房機を
お買い上げいただいた方に、

をいたします！！ 
ご購入時に長さをご指定ください。

1m、2m、3m、5m
（都市ガス用のみ0.6m有）

ガスコードのプレゼントガスコードのプレゼント
ピアノタッチで、簡単操作の縦型タイプ。

ハートまでポカポカ。キッチンからリビングまで、
　　　　　　　　　用途にあった暖かさ満載。

12月末まで

2010年

大特価

ご好評
につき

残りあと
わずか！

！

例えば対面キッチンの場合、前面に増設すると都市ガス（１３A）のみ
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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コース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。

● 岡山風ばらずし
● 花エビのおすまし
● 牡蠣と梅麩の治部煮風
● 宇治金ケーキ

～休みに子どもと楽しむパン～～春の節句料理と和のケーキ～

2月5日（土） 3月12日（土）

● 三匹の子豚パン
　（お持ち帰り付き）
● 米粉のピザ
● フィレ肉の香りパン粉焼き
　～サラダ仕立て～ 2月 16日（水）、17日（木）

 18日（金）、19日（土）
3月 15日（火）、16日（水）
 18日（金）、19日（土）

2月 締め切り：1月14日（金） 3月 締め切り：2月15日（火）

～贈り物スイーツ～
● エダムとリコッタのトルタ
　（１２cm１人１台持ち帰り）
 ＋コンロ紹介メニュー

～ナッツとチーズのイタリア菓子～
● ズコット
　（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：1月14日（金）

ビーフシチュー

絶品！！
 ガスで
 土鍋料理

※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 牛肉は塩、こしょう、薄力粉を薄くまぶす。にんじんは一口
大に切る。マッシュルームは汚れをふき取り、石づきを切
り落とす。小玉ねぎは皮をむく。にんにくは薄切りにする。

② フライパンにサラダ油を熱して牛肉を入れ、表面全体に焼
き色をつけて土鍋に移す。同じフライパンでにんにくを炒
め、ブイヨンと赤ワインを注いで肉のうまみをこそげ落とし、
土鍋に加える。

③ ②にローリエを入れて中火にかけ、煮立ったら弱火にし、
あくを取りながら３０分ほど煮る。

④ ③に、にんじん、小玉ねぎを加えて数分煮たらマッシュルー
ムとAを加え、さらに１０分ほど煮て火を止める。そのまま
おいて余熱で火を入れる。

⑤ 食べる直前に中火にかけて温め、塩、こしょうで味を調える。
●もう少しとろみがほしいときは、余熱で火を入れた後、
ふたをとって少し煮つめる。

土鍋はシチューなどの
洋風煮込み料理にも
ぴったりです。ゆっくり
加熱＋余熱だから、根菜
類の形を崩さず中まで
柔らか。それと同時に、
肉にも味がしっかりしみ
こみ一石二鳥。

ポイントポイントポイントポイント

 ※昭島ガスをご使用以外のお客様もご応募できます！！

■材料（４人分）
牛肉（シチュー用）※１………４００g
にんじん……………………大１本
マッシュルーム……………８～１２個
小玉ねぎ※２………………８～１２個
にんにく……………………１かけ
ブイヨン※３………………カップ２
赤ワイン………………カップ１/４
ローリエ…………………１～２枚
デミグラスソース（缶詰）…カップ１
ケチャップ……………カップ１/２

サラダ油…………………大さじ２
薄力粉………………………適量
塩・こしょう………………各適量

A

※１シチュー用におすすめの牛肉は、肩、ばら、外もも、すねなど。
※２小玉ねぎがない場合は、普通の玉ねぎを４～６等分に切ったものでもよい。
※３ブイヨンは、固形スープの素や洋風顆粒だしを表示通りに湯に溶かした
ものでもOK。

時　間 午前１０時００分～午後１時
定　員 １０名 参加費 １,５００円

時　間 午後２時～午後４時３０分
定　員 ５組 １０名 参加費 １,０００円

締　切 １月１４日（金）

２月１１日（祝） 開催２月１１日（祝） 開催
「大人のコース」

】
】

～大人のチョコレート菓子～
【フォンダンショコラ】（ラッピング付き）
【グリルdeフルーツグラタン】（実演・試食のみ） 】

～親子で楽しむ　　　　　　
　　バレンタインスイーツ～
【チョコチョコラップケーキ】

「親子のコース」

AKIGAS体験館　料理教室参加者募集 〈バレンタイン教室〉

安田様親子の作品 
「土力と火力の東京昔 ありがとうごはん」

～安田様の作品のご紹介～

○小松菜と黒胡麻のごはん
 （小松菜と黒胡麻の炊き込みご飯）

○おっ魚くん、野菜と一緒
 （さんまのつみれバーグ）

○土鍋でいっぺん、手作り豆腐と蒸ししゃぶ
 （手作り豆腐、豚の蒸ししゃぶ）

○伝説の宗兵衛裸麦ときな粉の飴 （きな粉飴）

「土力と火力の東京昔 ありがとうごはん」
全国親子クッキングコンテスト
東京大会出場！！東京大会出場！！

ウィズガス第４回全国親子
クッキングコンテストが
Studio+G　GINZAで１０月
１７日（日）に開催されました。
今回の東京大会では１２００件
（昨年８００件）を超えるご応募
の中から厳選なる書類審査
により１２組が選ばれ料理の腕
を競いました。
昭島市にお住まいの安田

様親子が出場され、食材を手際良く切ったり、魚（さんま）を
さばいたり、ガスならではの火力を活かしながら「さんまの
つみれバーグ」や土鍋で「手作り豆腐
と豚肉の蒸ししゃぶ」、ガスで炊いた「小
松菜と黒胡麻のごはん」など、独創的な
料理を親子で楽しそうに調理していま
した。この作品は安田様親子のクッキ
ングコンテスト出場への感謝が込めら
れた、とても感動的な作品でした。

第4回

アンティウスFCが優勝
！

昭島ガス杯 昭島市少年サッ
カー大会

アンティウスFCが優勝
！

昭島ガス杯 昭島市少年サッ
カー大会

準優勝 FC多摩川ジュニア
3 　 位  つつじが丘FC
敢闘賞 光華SCS

アンティウスFC優 勝

昭島市少年サッカ一５年生大会（兼昭島ガスカップ争奪戦）
は、去る１０月２４日（日）から１１月７日（日）まで、くじら公園サッ
カー場で開催されました。昭島ガスでは、少年サッカーの
普及と子供たちの心と体の健やかな成長を願って、「日・
韓ワールドカップ」が開催された２００２年からこの大会を
後援させていただいています。
大会は、１２チームが参加し、A・Bブロックに６チーム

ずつが分かれてリーグ戦が行われ、汗と泥にまみれた熱
戦が展開されました。
決勝戦は、Aブロックで５戦全勝のFC多摩川ジュニア（前

年優勝）とBブロックで
４勝１引き分けのアンティウスFCの対
戦となり、前半・後半（それぞれ２０分）
とも無得点のまま延長戦に入る接戦
となりましたが、延長戦の後半にみご
となシュートを決めたアンティウスFC（写
真）が１対０で勝利し、昭島ガスカップ
を手にしました。

10.11.17_4校


