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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。

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6月

１7-6-３０8００

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29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

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7月7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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昭島ガス杯 ママさんバレーボール大会 /優勝 共成クラブ

共成クラブが１３年ぶりの優勝
｠ 優  勝　共成クラブ

準優勝 　ハイニーズ
３  位  　むさしの
４  位  　つつじヶ丘バレーボールクラブ

第14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14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、楽しく、元気あふれ
るプレーの中で、汗まみれの熱戦が展開されました。

昭島ガスでは、平成16年からこの大会を後援して、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14回目となりました。

大会はトーナメント方式で行われ、決勝戦は昨年の優勝チーム「ハイニーズ」
と「共成クラブ」の対戦となりました。　第1セットを21:14でとった「共成クラ
ブ」（写真）が、そのままの勢いで第2セットもとり、みごと優勝して昭島ガス杯を
手にしました。「共成クラブ」の優勝は、2回目で13年ぶりとなりました。

また、3位決定戦は「むさしの」と「つつじヶ丘バレーボールクラブ」の対戦とな
り、「むさしの」が2対0で勝利しました。

なお、最優秀選手賞には板谷　愛子さん（優勝チーム）、優秀選手賞には金島
由紀子さん（準優勝チーム）が選ばれました。　

第8号

※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。（小売電気事業者：東京ガス株式会社／登録番号A0064）
※セット割の条件等、詳しくはホームページをご覧ください。

「昭島ガスでんき」に
お申込みいただいたお客さまに商品券1,000円分プレゼント！！

340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7号）の解答 4A 7B 9C

うどくす

グレードアップ＆セーフティフェアを開催しました！！

☆昭島ガス杯ママさんバレーボール大会
☆昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介①
☆昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介②
☆料理教室のご案内
☆グレードアップ&セーフティフェアを開催しました
☆すうどく

グレードアップ&セーフティフェアにご来場いただき、ありが
とうございました。
当日は、1,000名近くのお客さまにお越しいただき、B級グル
メやあめ細工、キュウレンジャーショーなどを楽しんでいただ
けた様子で、ホッとしております。

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、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。
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うまラク ！

逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ逸品レシピ
たことトマトのリゾット
トマトの酸味と彩りが夏らしい、
おしゃれなリゾットです。

■作り方
①米は洗って30分ほど浸水させ、水気を

切っておく。
②ゆでだこは薄切りにし、トマトはざく切り

にする。
③炊飯鍋に①とAを入れ、②をいれて蓋を

する。
④炊飯スイッチを押し、ごはんモードを選

択して点火する。
⑤むらしが終了したら全体を混ぜ合わせ、

パルメザンチーズ、パセリを散らす。

米 ･･････････････････････ 1合
ゆでだこ･･･････････ 1本（80g）
トマト････････････････････ 1個

オリーブ油･･････････大さじ1
白ワイン ･･･････････大さじ2
コンソメの素･･････ 1個（7ｇ）
水 ･････････････････ 400㎖

塩 ････････････････ 小さじ1/2
コショウ･･････････････････ 少々
パルメザンチーズ ･･････大さじ2
パセリ ･･･････････････････適量

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：6月30日（金）

8月4日（金）、
7日（月）、8日（火）

参加費：1500円
締め切り：8月4日（金）

9月5日（火）、
6日（水）、7日（木）

●とうもろこしのパン
●パウンド型 5cm×12cm
　（2本お持ち帰り）
●メキシカンサラダ

～季節のパン教室～

1dayコース1dayコース

参加費：2000円
締め切り：6月30日（金）

●くるくるとんかつアラカルト      
●ガス火炊きごはん＆お味噌汁
●かつお節で作るエコふりかけ
●豆乳ブランマンジェ

～夏休み～ 家族がよろこぶ
ボリュームごはん～

参加費：2000円
締め切り：8月4日（金）

8月16日（水）、17日（木） 9月14日（木）、15日（金）

●旬の果実  いちじくのマフィン
　（マフィンのお持ち帰りあり）
●照り焼きチキンのベーグルサンド

●萩ごはん
●豚肉と新レンコンの旨煮
●旬の焼き野菜ジュレ
●ひき茶の水ようかん
　（持ち帰り付き）

～季節のお菓子教室～ ～旬の彩り和の料理～

昭島ガスをご利用以外の
お客さまもご応募できます！！

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小学生と中学生限定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 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。

親子限定料理教室

4組8名様※

「むら田」さんは、銀座や赤坂の料亭で日本料理の修業を
積み、平成22年に昭島でお店をオープンしました。
お蕎麦へのこだわりと愛情が素晴らしく、ご主人が現地で

確かめたそば粉を農家さんと直接契約を結ぶだけでなく、季
節に合わせて産地まで変えるこだわりぶりです。また、調理も挽
き立ての粉を手ごね、打ちたて、ゆでたてで食べられます。
お蕎麦は、シンプルなだけに素材と調理がそのまま味に結

びつく料理。ぜひ、ご主人がこだわり抜いたお蕎麦を味わって
みてください。

店舗情報

むら田様のご契約内容

昭島市朝日町1-8-10　☎042-545-2248
【営業時間】[昼] 11：00～14：30
　　　　　[夜] 17：00～21：00（Lo.20：30）

【定休日】毎週水曜日

年間約52,000円もおトクに！
ずっとも電気❷10kVA　 年間▲39,420円
ずっとも電気❸10kw　   年間▲13,368円

手打ち蕎麦と日本料理 むら田

鮮魚は日本の食の中心「築地市場」、青果は新宿「淀橋市
場」で毎朝吟味したものを仕入れているから、どれも新鮮その
もの。
地域のお客さまから信頼され、何年、何十年と通ってくださ

る顔なじみのリピーターの方がたくさんいらっしゃいます。
お刺身は盛り合わせが1500円～5000円で、お好みの魚を

選択しても良し、その日の仕入れに合わせてご主人にお任せ
することもできます。
食べ方や調理方法も丁寧に教えてくれるので、旬の食材の

味を引き出すお料理を聞いてみては。
昭島ガスでんきをご利用いただき、ありがとうございます。

店舗情報

丸義様のご契約内容

昭島市朝日町3-11-20
【営業時間】10：00～19：00　【定休日】月曜日

年間約200,000円もおトクに！
ずっとも電気❷20kVA　 年間▲204,831円

昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介❷

昭島ガスでんきをご利用のお客さまのご紹介❶

築地 丸義
まるよし

寿屋ベーカリー

朝日町3丁目

プレズントハイツ朝日
建仁憎堂素堂

153

上ノ原保育園

昭島中神郵便局

昭島病院弥生亭

福島町
いなげやina21
昭島中神店

築地町中神駅

築地丸義

むら田


