
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4月
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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29年
　6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～

第7号
AKISHIMA

昭 島 ガ ス 昭島ガス通信昭島ガス通信

☆昭島ガスは地域に密着した地元の会社です
☆安全安心まちづくり広報車（青パト）寄贈式
☆グレードアップ&セーフティフェア開催
☆昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介
☆料理教室のご案内

～もくせいの杜から～～もくせいの杜から～

☆昭島ガスは地域に密着した地元の会社です☆昭島ガスは地域に密着した地元の会社です

☆昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介☆昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介

昭島ガスでは、地域社会の発展は「安全・安心街づくり」にあると考
え、日常の業務を通じて地域社会に貢献できるよう、昭島警察署並び
に昭島市教育委員会との連携のもとに会社の営業車に「こども見守
りパトロール」のステッカーを貼って、児童・生徒の登下校時や放課後
の時間にパトロールを行っております。
また、未来を担う子どもたちの安全を守り、昭島市の「安全・安心街

づくり」のために、少しでもお役にたてていただければと、平成18年
から『青パト』を昭島市へ寄贈してきましたが、このたび４台目の軽自
動車（青パト）を寄贈させていただき、去る2月21日に寄贈式が行わ
れました。
今後も安全・安心街づくりのために、昭島市や昭島警察署、そして

地域の皆さんとの連携を一層深め、少しでも地域社会に貢献できますよう取り組みを進めてまいります。

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 2017年5月10日（水）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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新年特別号の解答
前号（第6号）の解答
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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)
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かんたん
シミュレーション

安全安心まちづくり広報車（青パト）を寄贈安全安心まちづくり広報車（青パト）を寄贈

昭島ガスは、昭和37年6月に創立され、今年で55周年を迎えます。
当時は、東京オリンピック（昭和39年10月）を2年後に控えて人口や
住宅が急激に増加する中で、市民の文化的な生活を営むために、昭
島市議会が都市ガス誘致特別委員会を設置して議論した結果、全会
一致で昭島ガスの誘致を決定していただいた経緯があります。
このため、当社はガスエネルギーの供給により皆さまの快適な暮

らしをバックアップするとともに、事業を通じて地域社会に貢献する
ことを経営理念としています。
地域の安全を守るための「子ども見守りパトロール（昭島警察署や

昭島市教育委員会との連携）」や「高齢者の見守りネットワーク」などの活動に積極的に協力しています。
また、各スポーツ団体とも連携して、少年野球大会や少年サッカー大会、フットベースボール大会、そしてママさん

バレーボール大会を後援するなど、さまざまな地域活動を進めています。

こども見守り
パトロール
昭島市教育委員会・昭島警察署・昭島ガス

昭島ガスは地域に密着した地元の会社です昭島ガスは地域に密着した地元の会社です

臼井昭島市長（右）へ青パトを寄贈する平畑社長（左）

昭島ガスでんきのこと



うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ
野菜のフリット
見た目にもおいしい、彩りがきれいな野菜のフリット。
フリットとは、イタリア風天ぷらのことです。

■作り方
①パプリカは縦3cm幅に、アスパラガスは長さ

4cmに切る。ニンジンは長さ5cmに切り、さら
に縦4～5等分に切る。かぼちゃは5mmの薄
切りにし、ブロッコリーは小房に分ける。

②Aの豆乳、塩、パセリを混ぜ、小麦粉とベーキン
グパウダーを合わせてふるったものを加えて
混ぜる。さらに七分立てにした卵を加え、さっく
り混ぜて衣をつくる。

③鍋をコンロにのせ、揚げ油を入れ、温度調節ス
イッチを押して160℃に設定する。

④野菜に小麦粉をまぶし、②にくぐらせて揚げる。

パプリカ（赤・黄）･･･････各1/2個
アスパラガス ･････････････ 4本
ニンジン ･･･････････････1/2本
かぼちゃ ･･･････････････1/8個
ブロッコリー････････････1/2株

豆乳 ･･･････････････ 100㎖
塩 ･･････････････ 小さじ2/3
パセリのみじん切り ･･大さじ1
小麦粉 ･････････････ 100㎖
ベーキングパウダー ････ 小さじ1/2
卵 ････････････････････ 1個

揚げ油･･･････････････････適量
小麦粉 ･･･････････････大さじ1

A

■材料 4人分

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：5月2日（火）

6月3日（土）、
5日（月）、6日（火）

参加費：1500円
締め切り：6月30日（金）

7月1日（土）、
3日（月）、4日（火）

●アプリコットクラフティ
　(1人1台持ち帰りあり)
●グリルで「タンドール」風！
　豆カレーのナンピザ

～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：5月2日（火）

●鰹のトマト煮
　～バジルパスタ添え～      
●グレープフルーツのマリネ
●プルーンのハニーティーケーキ
　（お持ち帰りあり）

～初夏のワンプレート～

参加費：2000円
締め切り：6月9日（金）

6月15日（木）、16日（金） 7月27日（木）、28日（金）

●ドライフルーツとナッツのブロート
　（1人1本お持ち帰りあり）
●ヴァイツェンブロートの
　ビアソーセージサンド
●トマトとジャガイモのスープ

●ゴーヤとかぼちゃの味噌チャンプルー
●ゴーヤのチーズフリッター
●ゴーヤの和え物
　～焼き梅ドレッシング～
●沖縄土産の定番！ちんすこう
　(お持ち帰りあり)

～ライ麦ブレッド2種～ ～暑さに負けないゴーヤづくしの沖縄料理～

昭島ガスをご利用以外の
お客さまもご応募できます！！

昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介 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。

東京都立昭和校

あっぱれ食品館
西立川店

あさくさ

西立川
産婦人科

本格韓国焼肉 飛鳥

西立川駅

昭和公園陸上
競技場

開催 AKIGAS体験館AKIGAS体験館AAAAAAAKIGAS体験館AAKIGAS体験館AKIGAS体験館AAKIGAS体験館AKIGAS体験館AAKIGAS体験館AKIGAS体験館AAKIGAS体験館AKIGAS体験館AAKIGAS体験館AA
1

開催
ガス器具セール販売 最大 55％OFF

4月22日土
開
催
日

開
催
日

開催時間開催時間 午前10時～午後4時まで
開催場所開催場所 昭島ガス構内にて

イベント日に電気の検針票（1ヶ月分）をお持ちいただければ、東京電力と昭島ガスでんきの料金比較が行えます

イベント
内 容

B級
グルメ

宇宙戦隊
キュウレンジャーショーキュウレンジャーショーキュウレンジャーショーキュウレンジャーショー

握手会もあるよ

1回目 11：30～
2回目 14：30～

時　間
11：30～
観覧無料

今回はこの5人が出撃だ！

あめ細工 メロンパン販売

※一般販売（300円）もいたします。

内 容

あめ細工

（300円）もいたします。

あめ細工

※一般販売（300円（300円）もいたします。

先着100名様に
プレゼント！！
先着100名様に
プレゼント！！

電気の
シミュレーション

された方

おい
しい メロンパン販売

数に限りが
ありますので

お早めに
ご来場ください

2回目 

自分で作ろう

トルティーヤ
ご来場者

プレゼント
先着

100名
様

写真は
イメージです

トルティーヤ 様

写真は
イメージです

無 料
しょうゆ
一家族様
一本限り

先着
500名

様

お手ごろで美味しい焼肉屋さんと言えば、昭島の東町にあ
る飛鳥さん。どのお肉も質がとても良く、中でも国産黒毛和牛
A5・A4ランクの特上ロースは2000円と値段は庶民的ながら、
お肉の柔かさ、甘さ、脂の旨みが口いっぱに広がりとろけてしま
そうな美味しさ。
家族連れには、お得なファミリーセット（4000円）もあり、リー

ズナブルに食べられるお店です。
宴会などでご利用の場合、ご予算から内容まで、ぜひお気

軽にご相談ください。
焼肉飛鳥さんは昭島ガスでんきをご利用いただいています。

店舗情報

焼肉飛鳥様のご契約内容

昭島市東町4-12-20
営業時間　17：00～22：00(月曜定休)

年間69,000円もおトクに！
ずっとも電気❷8kVA　 年間▲54,582円
ずっとも電気❸22kW　年間▲15,168円

本格韓国焼肉 飛鳥
あすか


