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昭島ガスは、休日や夜間を問わずに２４時間の保安体制を確立し、火災発生時やガス漏えいの場合には、消防署等との連携のもとに
緊急車で直ちに出動しています。ご家庭や事業所等で、ガス臭い等の異常があった時は、休日や夜間でも当社までご連絡ください。

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
 　無料入浴券  ペア（2枚）10名様
B賞 商品券（１,０００円） １０名様

正解者の中から抽選で、下記のご希望の賞品をプレゼント
問題 ３つの の数字はいくつでしょうか？A

■応募方法
　はがきに ①郵便番号、住所 ②氏名
 ③電話番号 ④答え
　 ⑤ご希望の賞品 をご記入の上ご応募ください。

■宛　　先 〒196-0035 昭島市もくせいの杜一丁目１番１号　
 昭島ガス「すうどく」係
■締  切  り 2018年7月13日（金）当日消印有効

※A賞は昭島ガスご利用のお客さまに限ります。

※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。
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ハイニーズが２年ぶりの優勝 /昭島ガス杯 ママさんバレーボール大会

優  勝　ハイニーズ
準優勝 　むさしの
３  位  　共成クラブ
４  位  　中神エルフィン

第15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、去る
5月13日（日）に昭島市総合スポーツセン
ターで開催されました。

大会は、昭島市内から9チームが参加して
行われ、明るく、元気あふれるプレーの熱戦
が繰り広げられました。

昭島ガスでは、日頃の忙しい家事や育児、
そして仕事の合間をぬってバレーボールを楽
しむ皆さんを応援しており、今年で第15回
目となりました。決勝戦は、予選リーグのAコ
ート1位の「ハイニーズ」とBコート1位の「む

320通のご応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。前号（第13号）の解答 5A 8B 2C

うどく

昭島ガスは、ISO14001の認証を
取得し、環境に配慮した事業活動
の推進に努めています。

■発行・編集／2018年6月

１8-6-３０8００

TEL.042-546-8811  FAX.042-546-1174
URL.http://www.akishimagas.co.jp

〒196-0035 昭島市もくせいの杜一丁目１番１号　

AKISHIMA 昭 島 ガ ス 昭島ガス携帯サイト

※次号は、平成30年
　8月に発行いたします。

※料理教室やすうど
くなどにご応募いた
だきましたお客さま
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。

～もくせいの杜から～

AKISHIMA

昭 島 ガ ス 昭島ガス通信昭島ガス通信 第14号

☆昭島ガス杯 ママさんバレーボール大会
☆グレードアップ &セーフティフェアを開催しました
☆埋設されたガス管について
☆料理教室のご案内
☆電気トラブルサポート
☆すうどく

昭島ガスでんきから電気トラブルの安心サービスが
2018年4月より始まりました！

す

安心してお使いいただくためのサービスをご用意！ ずっとも電気1S、1、2、3が対象

●停電　●分電盤やブレーカーの不具合　●照明器具の不点灯・チラつき　●スイッチやコンセントの作動不良 など

※電球交換、家電製品、照明器具の故障対応、配線等の本格改修工事等はサービス対象外です。

電気に安心をプラス電気トラブルサポート
ご自宅の電気のトラブルに無料で訪問！＊1

専門スタッフが対応します！ 一次対応における出張費・60分以内の作業費が無料！＊2

＊1【「電気トラブルサポート」について】本サービスは、ご家庭での「停電」「分電盤やブレーカーの不具合」「照明器具の不点灯・チラつき」「スイッチやコンセン
トの作動不良」などのトラブルが起きた場合、専門スタッフがお伺いし、不具合箇所およびトラブル原因の調査と応急対応を行なうサービスです。2018年4
月以降にご利用いただけます。昭島ガスの電気（ずっとも電気1S、1、2、3）をご契約されているお客さまが対象です。※本サービスは、昭島ガスでんきの取次
元が委託する事業者が出張いたします。※本サービスは、応急処置（一次対応）であり、その後のトラブルの防止を保証するものではありません。※昭島ガス
は、昭島ガスのホームページ等において事前にお知らせすることにより、お客さまの承諾なく、本サービスの内容を変更し、または本サービス自体を終了する
ことがあります。※サービスの詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。＊2部品費、特殊作業代など別途料金が発生する場合があります。また、設備
取替などの二次対応の費用については、すべてお客さまのご負担となります。
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さしの」の対戦となりました。　第1セットを
21:12でとった「ハイニーズ」は、第2セット
でも6点差を逆転して21:19でとり、みごと
優勝して昭島ガス杯を手にされました。「ハイ
ニーズ」（写真）の優勝は、5回目で2年ぶりと
なりました。また、3位決定戦は昨年優勝の

「共成クラブ」と「中神エルフィン」の対戦とな
り、「共成クラブ」が2対0で勝利しました。

なお、最優秀選手賞には兼平 法子さん（優
勝チーム）、優秀選手賞には木間 美津江さん

（準優勝チーム）が選ばれました。
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トマトの揚げ餃子
形は餃子、味はピザ風！？
チーズを加えてもよく合います。

■作り方
①ボウルにAを入れ、粘り気が出るま

で混ぜ合わせる。
②餃子の皮に①をのせ、皮の周りに

水をつけて包む。
③鍋をコンロにのせ、揚げ油を入れ

て、揚げもの温度調節スイッチを
押して170℃に設定する。②をき
つね色になるまで2分ほど揚げる。

④皿に盛り、バジルを添える。

トマト缶（ダイスカット）･･･ 50g
合びき肉 ･･････････････ 75g
玉ネギ（みじん切り）････1/8個
塩、コショウ ･･･････････各少々

餃子の皮 ････････････････12枚
揚げ油････････････････････適量
バジル････････････････････適宜

A

■材料 2～4人分

うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ

親子限定料理教室

AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内
1dayコース1dayコース

昭島ガスをご利用以外の
お客さまもご応募できます！！

募集人員 各回８名
 

時　　間 午前１０時～午後１時

参  加  費 1dayコース ： 
  1,５００円・2,000円
　　　　　　（当日現金払い）
 ※コースごとの参加費になります。

料理教室募集要項
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。※応募者ご本人が参加してください。
 ※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。

※親子限定料理教室のお子さんは4歳～16歳までとさせていただきます。

宛　　先 〒１９６-００３5 昭島市もくせいの杜一丁目1番1号　昭島ガス「料理教室」係
 ※各締切り日 当日消印有効　

問合せ先 サービス課　清水　TEL：042-546-8811
 ※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日以内に当選通知はがきを発送
 　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。
 ※多くのお客さま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。
 ※当日に不参加となった場合は、食材の準備の都合により参加費をいただく場合があります
 　ので、ご了承ください。
 ※メニューは変更になる場合もありますので予めご了承ください。

参加費：1500円
締め切り：8月3日（金）

～親子でこねこね手作りパン教室～

参加費：2000円
締め切り：7月6日（金）

参加費：2000円
締め切り：8月3日（金）

●洋ナシとナッツのタルト
　（お１人様１５㎝１台お持ち帰り）
●きのこたっぷり香ばしピラフ

●かぼちゃとサーモンのニョッキ
●きのこのマリネサラダ     
●かぼちゃのミニプティング
（お持ち帰り付き）
    

～秋を感じる絶品タルト～ ～カボチャのスイーツ＆ランチ～

参加費：2000円
締め切り：7月6日（金）

●オレンジブレッド
　（お１人様パウンド型1本お持ち帰り）
●さっぱりトマトの冷製パスタ
●グリルチキンのサラダ

～オレンジ香るスイートパン～

第1回 8月23日（木）
第2回 8月24日（金）

開催日
第1回 9月3日（月）
第2回 9月4日（火）
第3回 9月5日（水）

開催日 第1回 9月20日（木）
第2回 9月21日（金）

開催日開催日
第1回 8月6日（月）
第2回 8月7日（火）
第3回 8月8日（水）

4組8名様
対象者：４歳～１６歳まで

グレードアップ＆セーフティフェアを開催しました！！

埋設されたガス管にご注意ください！

グレードアップ＆セーフティフェアを４月１４日（土）に本社構内にて開催しました。当日
は５００名近くのお客さまにお越しいただき、ケータリングカーのメロンパンやクレープ
など、売り切れになるなど大盛況となりました。会場ではガス器具だけではなく、緊急
車の展示や包丁研ぎを行いました。初めての試みで不安でしたが、喜んでいただけた
様子でした。
昭島ガスでは、年に２回（春・秋）にこのようなフェアを開催しております。お客さまに

は多くのガス器具を知っていただくとともに、安全・安心・便利な使い方に関する情報や
楽しんでいただける催しを今後も企画して参りますので、次回も是非、足をお運びくだ
さいますよう、お願い申し上げます。

防草シートのくい打ち作業中に埋設
されたガス管を傷つけてしまい、ガス漏
れする事故が増えてきています。
ガスメーターや給湯器等のガス機器
の近くにくい打ちする場合は、ガス管に
注意してください。また、埋設箇所がご
不明の場合は、下記までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。

技術部設備設計課　☎042-546-1042（平日９：００～１７：００）

●仲良し動物パン
（ラッピングしてお持ち帰り）            

●クイックブレッド
●とうもろこしの元気スープ              

クレープ販売

緊急車両展示

包丁研ぎ ウインナー販売

防草シート

ガス管


