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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6月となります。

■発行・編集／2011年4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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「家庭用の省エネ診断」を開始！！

昭島温泉 湯楽の里　天然温泉開湯！

すう
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 昭島温泉 湯楽の里
 　　入浴ご招待券 10組20名様
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

327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 3A 4B 9C

問題 ３つの の数字はいくつでしょうか？A

■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 5月13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

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。

昭島ガス携帯サイト

どく 【緊急のご連絡】

東日本巨大地震に伴うお客様へのお願い
1. 計画停電時におけるご注意について

●排気筒などがはずれたり、折損があった場合は使用を中止し、昭島ガスへご連絡ください。

2. 排気筒などのはずれ、折損がある場合は？

●ガス機器などの配送に混乱が生じており、注文品の納品が大幅に遅れる可能がありますのであらか
　じめご了承ください。

3. ガスコンロ、給湯器など納品の遅れについて

昭島温泉 湯楽の里
営業時間

9：00～翌1：00
（最終受付 翌0：30）

住　　所
昭島市美堀町3-14-10

駐  車  場
210台

DATA

第10回 たま工業交流展第10回 たま工業交流展

イメージ
♨昭島温泉 湯楽の里入浴ご招待券

B C

TEL.042-546-8811昭島ガス株式会社

●計画停電中もガスの供給に支障はありません。
●計画停電中は換気扇が作動しませんので小型湯沸器、暖房機器並びに業務用機器をご使用の場合
は、換気には十分ご注意ください。

●夜間ではガス機器が良く見えず、操作を誤る場合がありますので、ご使用については十分ご注意
ください。
●給湯器等、ガス機器の中には、AC100V電源を使用しているガス機器がありますので、停電により
ご使用いただけない場合もございます。（事前に電源を切り、ガスの元栓を締めてください。）
●ガス漏れ警報器、不完全燃焼警報器などの警報機器類も、AC100V電源を使用している場合には
作動いたしません。

●ガス臭い場合や、異臭にお気付きになった場合は、ガス機器の元栓を締め、火気やスイッチ類に手を
触れずに窓を開け、換気を行ってください。

●計画停電により、一般サービス業務に関して、遅延・中断等が発生することがありますので、あらかじめ
ご了承いただきますようお願いいたします。

昭島市内にある「湯楽の里」が、天然温泉を導入してリ
ニューアルオープンいたしました。地下1800m掘削し新たに
温泉を開湯した「湯楽の里」は、多彩なお風呂やリラクゼーショ
ン施設、食事処を兼ね備えたスーパー銭湯です。「安・近・短」
をコンセプトとしており、日々地域の皆様で賑わっております。
また、お子様からご年配の方まで幅広い世代に渡り、地域の交
流とふれあいの場にもなっています。ぜひ、温泉で日頃の疲れ
を癒しに行ってみてはいかがでしょうか？

第10回たま工業交流展が2月18日（金）、19日（土）に昭和記念公園の
花みどり文化センターで開催されました。多摩地域における企業同士の
交流を目的に、企業が持っている個性豊かな技術や製品を一堂に展示し、
同時に開発力や加工技術についても紹介されていました。
昭島ガスは、二酸化炭素の排出量が少ない環境に優れた最新の家庭用

燃料電池「エネファーム」を紹介しました。テレビでも「エネファーム」のCM
が放送されていることもあり、多くのお客様が「エネファーム」の環境性に
ついて関心があり、色々なご質問をいただきました。昭島ガスはこれからも
地域の発展とお客様の快適な暮らしをバックアップしてまいります。

湯楽の里
昭島温泉

リニューアルオープンしました。

熊川武蔵野

昭島消防署前 昭島駅

西友

モリタウン

フォレスト・
イン昭和館

♨

拝島第二
小学校

玉川上水

西武拝
島線

JR青梅線

昭島温泉
湯楽の里

平成23年3月
昭島ガス株式会社
代表取締役社長　平畑 文興

   去る3月11日（金）に発生しました東北地方太平洋沖地震により、
お亡くなりになられた方々 のご冥福をお祈り申し上げますと共に、
被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
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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

● アボカドとバルサミコの
　　　　　　　　　マフィン
● マンゴーマフィン
　（お持ち帰り付き）
● 完熟トマトのカッペリーニ

～夏のイタリアン～～人気のマフィン2種～

6月11日（土） 7月9日（土）

● サーモンの冷たいパスタ
● ダッチオーブンで夏野菜の
　　　　　　ミートグラタン
● ブラッドオレンジとスパーク
　　　リングワインのゼリー
　（お持ち帰り付き） 6月 13日（月）、14日（火）

 17日（金）、18日（土）
7月 13日（水）、14日（木）
 15日（金）、16日（土）

6月 締め切り：5月13日（金） 7月 締め切り：6月10日（金）

～人気のチーズケーキ～
● マンゴーレアチーズケーキ
　（1人1台持ち帰り）
 ＋コンロ紹介メニュー

～和テイストのケーキ～
● 抹茶と甘納豆のケーキ
　（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：5月13日（金）

ミートローフ
■材料（ダッチオーブン1台分）
合いびき肉………………………400g
たまねぎ（小）……………1個（みじん切り）
エリンギ……………1Pack（粗みじん切り）
パン粉（乾燥）………………1Cup
牛 乳………………………大さじ4

小麦粉…………………………大さじ1
とろけるチーズ……………………50g
卵……………………………………1個
塩……………………………小さじ1/2
黒こしょう（粗挽き）…………………適量
ナツメグ………………小さじ1/2～1
ローリエ……………………………1枚
くるみ………………………………50g
サラダ油……………………………適宜
パセリ………………1/4Cup（みじん切り）
にんにく粉末……小さじ1/2（お好みで）

ソース
ケチャップ……………大さじ4
ウスターソース………大さじ3
赤ワイン（入れなくても可）・大さじ2
バター…………大さじ1（約10g）
焼き汁……………大さじ4～5
唐辛子……………1/2～1本分

■作り方
①

②
③

④
⑤
⑥
⑦

■下準備
ダッチオーブンにクッキングシートを敷いておく。

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。
 ※記載漏れがありますと応募無効となりますので、記載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　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。

料理教室募集要項

※昭島ガスをご使用以外のお客様もご応募できます！！

玉ねぎをみじん切りにし耐熱容器に移しラップをかけ、電子レンジ
600wで2～3分加熱する。→ラップをはずし、冷ましておく。
あいびき肉をボウルに入れ、塩を加えて粘りが出るまで、手で混ぜる。
①とナツメグ、パセリ、にんにく粉末、黒こしょう、卵、小麦粉、　を加え
て、手で混ぜる。
くるみ、チーズを加えて、混ぜる。
③に、④を入れる。表面にサラダ油を塗り、上にローリエを置く。
ダッチオーブンモードで20分焼き、そのまま25～30分の予熱時間をおく。
〈ソース〉バター以外の材料をフライパンに合わせ、とろみが付く程度ま
で弱火で煮詰める。火を止めてから、バターを加える。

〈お知らせ
〉

詳細は、次号（第24号 ２０１1年６月）の
フロムサウザンドに掲載します。
お楽しみに！！

体験隊ツアー隊員大募集！！

逸品レシピ逸品レシピ
◆ナツメグ・ローリエは自宅になければ、
入れなくてもOK！

◆ナツメグは、オールスパイスにしてもい
いです。

◆くるみは軽く焼いて、粗く砕いておくと
香ばしくなります。アーモンドの実でも
代用できます。

ポイントポイントポイントポイントご家庭でやってみる
ホームパーティー風レシピ

うまラク ！

A

A は合わせておく

ガスメーターの復帰方法

ガスが止まって、赤ランプが点滅していたら、右の復帰方法の手順にしたがっ
て、操作してください。ガスもれなどの異常がない場合は、復帰してガスが使え
るようになります。復帰できない場合やご不明な点がございましたら昭島ガス
（042-546-1111）までお問合せください。 ※復帰…ガスを再び使えるようにすること

赤ランプ
（点滅）

復帰ボタン
キャップ

復帰ボタン
キャップ

復帰ボタン

メーターの
元栓

赤ランプ
（点滅）

復帰ボタン

メーターの
元栓

ガスが止まってガスメーターの赤ランプが点滅して
いた場合は、次のような手順で復帰させてください。

①すべてのガス器具を止めます。
　（メーターの元栓は閉めない。）

②メーターの復帰ボタンのキャップ
　を外します。
　（プロパンガス用メーターにはキャップが
　　　　　　　　　　　　　　　ありません。）

③復帰ボタンを奥まで強く押して、
　すぐに指をはなす。

④復帰ボタンのキャップを元に戻し
　ます。

⑤約３分間待つ。
　（マイコンメーターがガス漏れがないか
　　　　　　　　　　　　３分間確認します。）

⑥３分間経過後、赤ランプの点滅が
　消えていれば、ガスが使えます。

都市ガス用メーター プロパンガス用メーター

ガスを安全にお使いいただくために！ガスを安全にお使いいただくために！

A

　昭島ガスは東京都から「家庭の省エネ診断員制度」の統括団体の認定を受け
省エネ診断のサービスをはじめました。今後、診断員がお客様のご希望に応じ、
ご家庭を訪問させていただき、個別に省エネ診断させていただきます。

「家庭の省エネ診断」を開始！！

「家庭の省エネ診断」の
お申し込みは

●省エネ診断ってどんなことをするの？

●訪問回数や時間・費用は？
ご家庭に伺う回数は1回または2回、1回
30分程度、費用は掛りません。
（統括団体及び省エネ診断員が、診断活動の対価として
家庭から診断料を徴収することは禁止されております。）

●診断を受けるために準備するものは？
事前に電気やガスの使用状況、使用量など
をお聞きする場合がございます。
（毎月の各エネルギーの「検針票」を保管されていると
スムーズです。）

●省エネ診断員はどんな人？
省エネ診断員は、各統括団体より推薦さ
れ、省エネに関するノウハウを持つ者で、
東京都知事が実施する研修会を修了し、都
に登録された者です。認定された診断員は
必ず「東京都家庭の省エ
ネ診断員登録証」を携帯
し診断の際に提示いたし
ます。
（昭島ガスでは、5名が診断員として登録されていま
す。診断時に診断員は、「登録証」および「身分証明書
（社員証）」を携帯しています。）

その他、ご希望があれば…

○エネルギー使用量の把握・分析
○小型電力計などの貸出しによる省エネル
　ギー効果の体感
○省エネルギー機器の選び方
○住宅分野に関する省エネルギーの提案
○太陽光・太陽熱エネルギーの利用に関する
　提案
○エコドライブなどに関する提案　　　など

○診断員が一緒に家電の種類や電球の
　数などを確認します。

○ご希望であれば、玄関先でのヒアリング
　のみの診断も可能です。

○家電の使用方法などをお伺いしながら
　あなたの家庭にあった省エネをご提案
　いたします。

家庭の省エネハンドブックを
利用して診断させていただきます。

※昭島市内にお住まいの方または昭島ガスご利用の
　お客様に限ります。

042-546-8811
昭島ガス株式会社

この制度について、より詳しい内容は…
東京都地球温暖化防止活動推進センター「クール・ネット東京」の
ホームページでご案内しています。

http://www.tokyo-co2down.jp/

クール・ネット東京は、東京都からの委託により「家庭の省エネ診断員制度」の運営を実施しています。

トップページ > 家庭のページ > 家庭の省エネ診断員制度
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