
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。

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
 　無料入浴券  ペア（2枚）10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 3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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392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5号）の解答 7A 4B 1C

1
3

4
9

3

3
81 2

1

8

5 9

7

8

8

4 7
2
3 4 9 2

15 6

B

A

C

■発行・編集／2017年2月

１7-2-３０8００

TEL.042-546-8811  FAX.042-546-6196
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29年
　4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

～もくせいの杜から～

昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信昭島ガス通信 第6号

☆「保安特集」
　・24時間保安体制
　・災害対策
　・ガス器具の安全対策
☆昭島ガスのご紹介
☆料理教室のご案内
☆ガス栓確認のお願い
　

〈ご連絡先〉
昭島ガス株式会社 保安担当
TEL 042-546-1229

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。

空気抜き孔のビスがあるガス栓につきまして、極めてまれではありますが、「つまみが半開になった状態でビス
が外れた場合」にガス漏れが発生する可能性があることが分かりました。
つきましては、お客さまにおかれましてもガス栓の状態をご確認いただきますようお願いいたします。
お客さまには大変なご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。

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。

●空気抜き孔のビスが外れた状態で、ガ
ス栓のつまみが半開の状態になった場
合はガスが漏れる恐れがありますので、
ガス栓のつまみは正しい位置でご使用
ください。
●ガス臭い場合は火気を使用せず、窓を
大きく開けて、ガス栓およびメーター
ガス栓を閉めた後、下記までご連絡く
ださい。

空気抜き孔のビスが外れていないことを確認してください。
万が一外れている場合は、ご連絡ください。

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



豆と野菜のイタリアンスープ
お肌に良い効果のあるトマトがたっぷりのスープです。

うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ

■作り方
①ニンジン、玉ネギ、ベーコンは1cm角に切り、さやいんげんは長さ1cmに切る。
②鍋にオリーブ油を入れて熱し、①を炒める。
③②にミックスビーンズとトマトソース、水を加え、タイマーを15分に設定し、中火で煮込む。

塩、コショウで味を調え、粉チーズを散らす。

■材料 4人分
ニンジン ･･･････････････････････1/2本
玉ネギ･････････････････････････1/2個
ベーコン･･･････････････････････100g
さやいんげん････････････････････10本
オリーブ油 ････････････････････大さじ2

ミックスビーンズ ･･･････････････ 1カップ
トマトソース＊ ･･････････････････ 400㎖
水 ･･･････････････････････････ 400㎖
塩、コショウ･････････････････････各少々
粉チーズ･････････････････････････適宜

■トマトソース
トマト缶･･･････････････ 2缶
玉ネギ（みじん切り）･･･ 1個分
ニンニク（みじん切り）･･･ 2片分

①すべての材料をダッチオーブンに入れ、
蓋をしてグリルに入れる。

②オーブンモードを選択し、タイマーを
20分に設定して点火する。消火後、そ
のままグリルの中で20分余熱する。

オリーブ油 ･･･････････50㎖
塩 ････････････････小さじ1
砂糖 ･･････････････小さじ1
コンソメの素 ･･････････ 2個

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：3月10日（金）

4月13日（木）、
14日（金）、15日（土）

参加費：2000円
締め切り：4月7日（金）

5月18日（木）、
19日（金）、20日（土）

● ココナッツミルク風味の♪
　いちごのシャルロット
　（1人1台持ち帰り）
● ガレット・ブルターニュ

～季節のお菓子教室～

1dayコース1dayコース

参加費：1500円
締め切り：3月10日（金）

4月25日（火）、26日（水）

● クランペット
●フレッシュハーブのソーセージ
　&ザワークラウト（試食のみ）
●グリルドアスパラガスのサラダ
●バジル風味のフライドポテト
●スープ（試食のみ）

～イーストパンケーキの休日ブランチメニュー～

参加費：1500円
締め切り：4月7日（金）

5月9日（火）、10日（水）

● じゃが芋のニョッキ チーズソース
● 春の香りフリット ハーブソース添え
●豚肉のグリルサラダ

～チーズとハーブでおしゃれなイタリアン～
● 豆腐の米粉シフォンケーキ
　（1人1台持ち帰り）
●米粉のトルティーヤ
●グリルdeコブサラダ

～話題のグルテンフリーのお菓子～

昭島ガスをご利用以外の
お客さまもご応募できます！！

地震等の災害対策として、耐震性の高いガス管に取り替え、耐震化率の向上を
目指してきた結果、耐震化率は93.5%となっています。また、地震等の緊急措置
や供給圧力の異常に即応できるよう社内に設置した大型マルチスクリーンによ
り、常時ガス導管の情報を監視しています。
さらに、大規模な災害発生によりガスの供給を停止した場合などには、日本ガ
ス協会を通じ、全国200余社の都市ガス事業者による復旧応援体制や、ガス管が
損傷した場合の早期復旧を図るため、大地震等の発生時におけるガス復旧工事
についても、昭島市との協力体制を取って迅速に対応することになっています。

昭島ガスは、昭島市議会が設置した都市ガス誘致特別委員会におい
て、全会一致で昭島ガスの誘致が決定され、昭和37年に設立された会
社です。
この55年間、地元昭島市に根を下ろした顔の見える会社として、市民
の皆様に親しまれ育てていただきました。
おかげさまで現在では、都市ガス約32,000件、プロパンガス約4,400
件のお客さまにご使用いただいております。
また、環境にやさしい天然ガスやＬＰガスを燃料とするクリーンエネ
ルギー車に燃料を充填するエコステーションを設置し、毎日Ａバスや清
掃車、青パト、タクシーなどがエコステーションを利用しています。
ガス導管工事にあたっても、環境に配慮したガス工事を進め、昭島市
内には200kmを超える導管網が整備されています。そして、現在も更な
る延長工事を進め、安定した広域供給網の構築を進めております。
ガス機器の修理や買替えなどにも迅速に対応し、快適な暮らしを提供

しています。
昨年4月からは、都市ガス・プロパンガスの販売に加えて、一般家庭

向けに電気の販売も開始し、総合エネルギー会社として、今後も皆さま
の快適な暮らしをバックアップするとともに環境に配慮した都市づくり
に貢献してまいります。

低 圧 の ガ ス 管に
は、耐震性に優れ
たポリエチレン管
を使用しています。

地震発生時等の災害対策

ガス器具をより安全にご利用いただくため、小型湯沸器をはじめとする屋内に設置されているガス消
費量が多いガス機器の一酸化炭素濃度の自主検査を実施しています。
さらに、業務用の厨房施設等のお客さまには、業務用換気警報器を設置して安全対策をとっており、
現在286台の警報器が安全を見守っています。

ガス器具の安全対策 （一酸化炭素中毒対策）

ポリエチレン管
緊急時にガスを遠
隔遮断するための
設備。中圧導管・低
圧 導 管 の 供 給 圧
力・流量情報を昭
島ガス(本社)へ無
線で送信します。

遠隔操作緊急遮断弁
昭島市内の2か所に
地震計を設置。大
きな揺れを感知し
たとき、自動的に昭
島ガス(本社)へＳＩ
値を送信します。

ＳＩ計（地震計）

昭島ガスは、地域に密着した地元の会社です。 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。

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 営業企画担当　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。


