
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。

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／2017年10月
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〒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29年
　12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

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
　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 2017年11月10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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第5回昭島ガス杯フットベースボール大会
ディファレンスが初優勝

優  勝　ディファレンス
 （拝島第二小地区）

準優勝 　リアライズ（成隣小地区）

３  位  　ヴィクトリー（武蔵野小地区）

第10号

343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8号）の解答 3A 9B 8C

☆昭島ガス杯フットベースボール大会
☆昭島ガスだから安全・安心です！
☆料理教室のご案内
☆昭島ガスでんきのご案内
☆すうどく

第5回昭島ガス杯フットベースボール大会（兼第9回オーシャ
ンカップ）が、去る7月16日（日）に富士見丘小学校校庭で開催
されました。

昭島ガスでは、小学生の女子児童を中心に盛んになっている
フットベースボールの普及と技術の向上、子どもたちの健やか
な成長と健全育成のために、フットベースボール大会（主催　
昭島市フットベースボール協会）を毎年後援しており、今年で5回目となりました。

大会は、各小学校地区から11チームが参加し、予選リーグ（3ブロック）を突破した8チームが決勝トーナメン
トに進み、猛暑の中で熱戦が展開されました。

決勝戦は、決勝トーナメントで準々決勝、準決勝を勝ち抜いてきたリアライズ（成隣小地区）とディファレンス
（拝島第二小地区）の対戦となり、決勝戦にふさわしい接戦となりました。1回表に1点を先攻したディファレン
ス（写真）が5回表にも2点を追加し、その後のリアライズの猛反撃を2点に抑えて3対2で勝利し、昭島ガス杯
を手にしました。

また、3位決定戦は、準決勝で惜しくも敗れたヴィクトリー（武蔵野小地区）とビリーヴ ブラックス（拝島第一小
地区）の対戦となり、ヴィクトリーが4対3で勝利しました。

なお、最優秀選手には優勝チームの菅江風帆さん（写真）が選ばれました。

リアライズ（準優勝）ディファレンス（優勝） ヴィクトリー（3位）
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「昭島ガスでんき」にお申込みいただいたお客さまに

詳しくはホームページをご覧ください。

商品券1,000円分プレゼント！！

※商品券の発送は，お申込み手続きが完了次第、順次発送いたします。一部お申込みを承れないケースがございます。予めご了承ください。※「ガス・電気セット割」の適用条件は下記になりま
す。⑴昭島ガスの都市ガス又はプロパンガス（以下「ガス」という）と電気のご使用場所が同じであること⑵ガスと電気のご契約者が同じであること⑶ガス料金と電気料金を合算してお支払いい
ただけること（合算とは、料金を、クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて、口座振替払いの場合は同一の口座からの振替にて、振込みの場合は同一の振込書にて、合算して同
時に支払うことをいいます。）※昭島ガスは東京ガスの取次店としてお客さまに電気を販売します。(小売電気事業所：東京ガス株式会社/登録番号A0064)

Webで
らくらく
お申込み

We bで
かんたん
シミュレーション

昭島ガスでんきのこと

最優秀
選手賞

期間 平成29年12月31日まで



うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ
そば粉のガレット
新そばの季節になりました。おしゃれなガレットはいかがですか？
ガレットとはフランス料理で「甘くないクレープ」のことです。

■作り方
①ボウルにそば粉と塩を入れ、水半量を加えて混ぜ

合わせる。粉っぽさがなくなったら、残りの水と溶き
卵を加えて混ぜ、皮をつくる。ラップをして1時間休
ませる。

②ベーコンは1㎝幅に切り、しめじは小房に分け、オ
リーブ油を熱したフライパンで炒めておく。

③フライパンをコンロにのせ、温度調節スイッチを押
して160℃に設定する。

④①をお玉1杯分流し入れ、お玉の底で薄く広げる。
⑤表面が乾燥してきたら②を半量（1人分）のせ、真ん

中に卵を入れ、チーズをのせる。
⑥皮のふちが焼けてきたら具を包むように四隅を内

側に折り、蓋をして1分ほど加熱する。
⑦パセリを散らす。

そば粉･････････････････ 150g
塩 ････････････････ 小さじ1/4
水 ･･･････････････････ 250㎖
溶き卵･････････････････ 1個分

■材料 2人分
［ガレットの皮（6枚分）］

ベーコン････････････････ 30g
しめじ ･･････････････････ 50g
オリーブ油 ････････････大さじ1
卵 ･･････････････････････ 2個
ピザ用チーズ････････････ 30g
パセリのみじん切り････････ 少々

［具］

AKIGAS体験館　料理教室のご案内AKIGAS体験館　料理教室のご案内

参加費：2000円
締め切り：11月10日（金）

12月7日（木）、8日（金）
参加費：1500円

締め切り：12月1日（金）

1月16日（火）、
17日（水）、18日（木）

12月18日（月）、
19日（火）、20日（水）

●黒豆かんてん（デモと試食）
●グリルで作る松風焼き
●菊花かぶのあちゃら漬け
●ミニ伊達巻
●鶏チャーシューの野菜巻き
●花びら餅風のお雑煮

～手作りが美味しい家庭のおせち料理～

1dayコース1dayコース

参加費：2000円
締め切り：11月10日（金）

●ベリームースのXmasケーキ
　（1人1台持ち帰り）      
●ジューシー焼き豚を使った彩り豚丼

～季節のお菓子教室～

参加費：2000円
締め切り：12月1日（金）

1月25日（木）、26日（金）

●ワンちゃんドッグパン（持ち帰りあり）
●かんたんボルシチ
●かぼちゃのマッシュサラダ

●餃子まん
●中華まんドッグ（持ち帰りあり）
●冬野菜の中華スープ
●杏仁のデザート～ベリーソース～

～人気のちぎりパン♪新春戌年のドッグパン～ ～アンコール企画・人気の中華点心～

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。

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 営業管理課　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。

お客さまにガスを安心してお使いいただくために、ガス会社にとって安全の確保は重要な使命と考えて
います。このため、昭島ガスでは「安全を最優先」して、日常業務に取り組んでいます。

昭島ガスでは、緊急時に備えて日頃から保安訓練を
実施し、休日や夜間を問わず24時間出動できる体制を
とっております。事故発生の場合は、消防署や警察署
との連携のもとに、直ちに緊急車で出動しています。
また、緊急車は漏えい検査機器や応急修理機材・工
具など、最新の機器を搭載し緊急時に備えています。

緊急時に備えて24時間保安体制

ガス
くさい…？

マッピングシ
ステムと連携
し、導管位置、
ガス機器など
が瞬時に検索
できます。

通 報

ホットライン

お客さま 昭島ガス
24時間体制で通報の
受付と出動指令を行
います。

消　防

お客さまの
安全を
第一として、
迅速・確実に
作業を
行います。 緊急出動

昭島ガスだから安全・安心です！
昭島ガスの保安対策

ガス臭い！と感じたら、昭島ガス 技術部保安課
電話 042-546-1229 受付時間：365日24時間

9月1日 大規模災害時対応訓練実施


