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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30年
　2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 2018年1月12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。
　当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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昭島ガス杯  昭島市少年サッカー大会
ＦＣ多摩川ジュニアが優勝

優  勝　ＦＣ多摩川ジュニア
準優勝 　つつじが丘ＦＣ
３  位  　ＥＢＳフジミ
敢闘賞 　拝島第二小FC

第11号

344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10号）の解答 2A 6B 3C

☆昭島ガス杯 昭島市少年サッカー大会
☆昭島ガスをご利用のお客さまへ
　重要なお知らせ
☆料理教室のご案内
☆ガスフェスタ
☆すうどく

昭島市少年サッカー５年生大会（兼昭島ガスカップ争奪戦）
は、去る１０月９日（祝）から１１月１９日（日）まで、くじら運動公園
少年サッカー場などで開催されました。

大会は、昭島市内から１０チームが参加して、８人制・２０分
ハーフで行われ、Ａ・Ｂの２ブロックに分かれた５チームが予選
リーグで熱戦を展開しました。

昭島ガスでは、少年・少女のサッカーの普及と子供たちの健
やかな成長を願って、この大会を毎年後援しており、今年で１６回目となりました。来年６月には、サッカーのワー
ルドカップがロシアで開催される中で、子供たちのサーカーへの情熱はますます高まっており、各試合とも好プ
レーの連続でした。　

決勝戦は、Ａブロックで１位（４勝０敗　勝点１２）の「ＦＣ多摩川ジュニア」と、Ｂブロックで１位（２勝１敗１分　
勝点７）の「つつじが丘ＦＣ」との対戦となり、前半に１点を先制したＦＣ多摩川ジュニア（写真）が、後半にも４点を
加えて５対０で勝利し、２年ぶりに昭島ガスカップを手にしました。

また、３位決定戦は「拝島第二小ＦＣ」と「ＥＢＳフジミ」の対戦となり、ＥＢＳフジミが１対０で勝利しました。

すうどく
6 1 9

7 5
8 4
4 2
2 9 3 7

5 6 2
9 3 8
8 4 1

7 9 3

当日は台風21号が接近する中、あいにくの雨にもかかわらず多くのお客さまにお越しいただき、ありがとうご
ざいました。残念ながら仮面ライダービルドショーは中止となってしまいましたが、握手会では親子連れのお客さ
まに喜んでいただけてホッとしています。また、B級グルメやピザづくり体験なども楽しんでいただけた様子で、開
催して良かったと感じております。

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、安全なご利用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。

A

B

C

ガスフェスタを開催しました！！

敢闘賞 拝島第二小FC

最優秀選手賞
関田　　陽さん

（ＦＣ多摩川ジュニア）

優秀選手賞
本木　優海君

（つつじが丘ＦＣ）

準優勝 つつじが丘FC 3位 EBSフジミ

FC多摩川
ジュニア

優 勝



豆腐チゲ
寒い日にぴったりの韓国鍋！
冷蔵庫の食材でアレンジできます。

■作り方
①豆腐、ネギ、白菜、豚肉は食べやすい大

きさに切り、しめじは小房に分ける。
②フライパンにゴマ油を熱し、豚肉とキム

チを炒め、さらに残りの野菜類を加えて
強火でひと炒めする。

③アサリを最後に入れて炒めたら、水と酒
を入れる。

④煮立ったらアクを除いて豆腐を入れ、コ
チュジャンと醤油を加え、豆腐を大きめに
ちぎりながら入れる。

⑤タイマーを10分に設定し、中火で煮る。

豆腐 ････････････････････ 1丁
ネギ･･･････････････････1/2本
白菜 ････････････････････ 1枚
豚バラ肉･･･････････････ 150g
しめじ ･･･････････ 1袋（100g）
キムチ･････････････････ 100g
豆もやし ････････ 1/2本（50g）
ゴマ油････････････････大さじ2
アサリ（砂出し済み）･････ 200g
水 ･･･････････････････ 500㎖
酒 ･･･････････････････大さじ3
コチュジャン･･･････････大さじ3
醤油 ･････････････････大さじ2

■材料 3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

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：1500円
締め切り：1月5日（金）

2月15日（木）、16日（金） 2月10日（土）、12日（月・祝）
参加費：1500円
締め切り：2月2日（金）

2月6日（火）、7日（水）、8日（木）

●韓国海苔巻（キンパ）
●韓国春雨の炒め物（チャプチェ）
●豚肉とじゃが芋のスープ鍋
　（カムジャタン）
●大根の唐辛子漬け（カクテキ）
　（お持ち帰りあり）

～本格「カクテキ」持ち帰り企画！～

参加費：2000円
締め切り：1月5日（金）

●塩クランブルのショコラパウンド
　（パウンド型１本１６ｃｍお持ち帰り）      
●ショコラボウル
　（お持ち帰りラッピング付き）
●コンロでつくる簡単な軽食付き

～季節のお菓子教室～
「人気の塩スイーツ」を作る

参加費：2000円
締め切り：1月5日（金）

3月1日（木）、2日（金）

●スクエアチョコレートケーキ
　（15×15ｃｍ　1台お持ち帰り）
●スノーボールクッキー
　（お持ち帰りラッピング付き）

●ベトナムフォー
●エスニック風つくね
●ベトナム風ミニお好み焼き
●フルーツとチアシードのチェー

～親子お菓子教室～
「友チョコづくり♪」

～旬の料理教室～
「ダシが決め手のベトナムフォー」

料理教室募集要項

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　

1dayコース1dayコース

場　　所 
AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

時　　間 
午前１０時～午後１時

募集人員 
 ・各回８名

応募方法 
はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、参加希望日とコース名をご記入の上、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。

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：2000円
締め切り：2月2日（金）

3月13日（火）、
14日（水）、15日（木）

●たっぷりベリーのクリームパイ
　（1人1台お持ち帰り）     
●春野菜のたらこパスタ

～2層のクリームのベリーパイ～

重要なお知らせ昭島ガスをご利用の

お客さまへ

ご注 意く ださい！！
ガスが自由になったので…

注意すべき勧誘 3つのポイント

３つのポイントは昭島ガスにお客さまからご連絡のあった実際の内容です。
少しでも不信な場合は昭島ガスまでご連絡ください。

昭島ガス株式会社　電話 042-546-8811　メール info@akishimagas.co.jp

検針票を見せてください。
検針票には、住所や氏名・ガス使用量や供給地点特定番号
などの個人情報が記載されていますので、見ず知らずの第
三者に見せてはいけません。
検針票を持ち去ろうとする悪質な例もありますので、注意
が必要です。

昭島ガスが無くなります。
契約変更を。
昭島ガスは昭和 37 年 6 月から半世紀を超えてお客さまへ
都市ガスを供給し続けています。私たちはこれからも安全・
安心を第一に『やっぱり信用・信頼できるのは地元の昭島
ガス』といわれるように頑張ってまいります。

昭島ガスと業務提携
してる会社です。
昭島ガスと業務提携している会社は、昭島ガスが発行して
いる身分証明書を必ず携帯してご訪問しています。あやし
い場合は身分証明書の確認または当社までお問い合わせく
ださい。


