
講習風景。

会場風景。 ナスも焼きました。 玉子焼きも完成しました。 それではいただきます！！

前回までのルール説明および出題の誤りについてのお詫び

AKIGAS通信

第7号
２００８年９月号

※料理教室、すうどくなどにご応募いただきました
　みな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。

※次号は10月になります。

■発行・編集／2008年9月  昭島ガス

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地
TEL.042-546-8811
FAX.042-546-6196
URL.http://www.akishimagas.co.jp

各回のクイズに多数のご応募をいただき、ありがとうございます。
さて、第５号までのすうどくクイズのルール説明において、表現の不備がありました（大きな正方形
を成す縦横の辺と記載しましたが、辺と言う表現はすうどくクイズ正方形の場合、外側の線を辺と言
い、正方形の縦横の列、行は辺とは異なり、ルール説明が不適切でした。）。また、第６号のクロスワー
ドパズルにおいて、タテのカギ１２．の問題で「大分県中部、大分郡の町。温泉がある町。」と出題しま
したが、大分郡は２００５年に合併し、現在は湯布市となっております。
以上の誤りがありましたことを、深くお詫び致します。なお、応募内容はその部分についても全員
同じであったため、全員正解とさせていただき、抽選結果の当選者もいままでどおりとさせていただ
きますので、どうぞご了承下さい。
今後はこのようなことのないよう、細心の注意を払って掲載していきますので、今後ともよろしく
お願い致します。

from thousand
フロム サウザンド

０８-０９-３００００

A賞 クオカード（３,０００円） ５名様
B賞 クオカード（１,０００円） １５名様

正解者の中から抽選で、クオカードプレゼント

３４５通の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。

問題

５号の解答

３つの　（　　　）の数字はいくつでしょうか？A B C

５A ４B ９C

■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
　  をご記入の上ご応募下さい。

■宛　　先 〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地
 昭島ガス「すうどく」係

■締  切  り １０月１０日（金）当日消印有効
※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。

A B C

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。

活動記活動記
食育研修会開催 ２００８年７月２２日（火）
今日「昭島市公立小学校教育研究会・家庭
科部会」の15名の皆様に食育研修会に参
加していただきました。児童育成支援コー
ス「フランス編」で、会場は八王子市にある
東京ガスのキッチンランド八王子です。ま
ず講演を食育インストラクターの北先生に
お願いしました。フランスの食育の取り組
みの先進事例を交えつつ、日本の食育の背景から「食の自立」と「五感の
育成」を目指した食育活動についてのお話を伺いました。その後、調理実
習を行いました。土鍋でご飯を炊き、グリルではエコクッキングの観点から
同時にチキンとトマトを焼きます。また肉入り野菜炒めと玉子焼きを作り
ました。玉子焼きは子供達も調理した時に達成感のあるメニューではあり
ますが、大人でも十分納得のいく内容であると感じました。また調理後皆
さんで楽しく、そして美味しく試食会を行いました。「次回は昭島ガス体験
館でも研修会を開催しましょう！！」と先生方と話が盛り上がりました。ご参
加いただいた先生の皆様お疲れ様でした。

玉川商店奉仕会の
「夏得市」に参加しました

２００８年７月８日（火）

昭島ガスも八清通りにある玉川商
店奉仕会の「夏得市」に参加しま

した。環境にやさしいエコウィルやエコ
ジョーズ、そしてSiセンサー付きのコン
ロをご紹介しました。今回の実演はコン

ロのグリルでハムチーズホットサンドを作り
ましたが、「手軽に出来て美味しいですよ。」

と、試食された皆さんに喜んでいただきました。また
グリルの説明をしていたところ、隣の地場の野菜の会の方から、「実際に野菜
を焼いて下さい。」とのリクエストもあり、インゲンやナスも焼きました。さら
に、「グリルでコロッケなどの温めにも最高ですよ！！」などと話しているとお肉
屋さんより、温め直しのリクエストもあり、コロッケやハムカツも焼かせていた
だきました。今までグリルではお魚しか焼いたことのない方が多かったですが、
実際にいろいろな食材を焼き、また試食して喜んでいただきました。

●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。す ど くう

ガスを安全にお使いいただくために！ガスを安全にお使いいただくために！

AKIGAS体験館 料理教室募集のお知らせ！

報告　親子で行く夏休み日帰りバスツアー「それいけ体験隊」

ガスメーターの復帰方法

ガスが止まって、赤ランプが点滅
していたら、復帰の手順にしたがっ
て、操作してください。

ガスもれなどの異常がない場合は、
復帰してガスが使えるようになり
ます。

※復帰…ガスを再び使えるようにすること

赤ランプ（点滅）

復帰ボタン
キャップ

復帰ボタン
キャップ

復帰ボタン

メーターの元栓

ガスが止まってガスメーターの赤ランプが点滅して
いた場合は、次のような手順で復帰させて下さい。

①すべてのガス器具を止める
　（メーターの元栓は閉めない）

②メーターの復帰ボタンのキャップを外す

③復帰ボタンを奥まで強く押して、
　すぐに指をはなす

④復帰ボタンのキャップを元に戻す

⑤約３分間待つ
　（マイコンメーターがガス漏れがないか３分間確認します）

⑥３分間経過後、赤ランプの点滅が消えていれば、
　ガスが使えます

昭島ガスさんへ
「それ行け環境隊」は、とても楽しかったです。
最初に行った「ももがり」は、とてもおいしかったです。私は、ももを2こ
食べました。
おひるに行った「チーズケーキ工房」で食べたおひるごはんは、とてもお
いしかったです。チーズケーキの試食をしたら、とってもおいしかったの
でチーズケーキをおみやげに買いました。
その次に行った「サントリー天然水白州工場」は、フランスの水と日本の
水の飲みくらべが楽しかったです。私はちがいがよくわからなかったけ
れどフランスの水の質がわかってよかったです。
バスの中も楽しかったです。コナンの昨年のえい画が見れてよかったです。
来年も行きたいです。　　　　　　　　　　　　　　植田真以子さん

☆あきしまガスさんへ☆
バスの中にテレビがあるなんてびっくりしました。一ばん
たのしかったのはやっぱりももがりです。ぼくは、ももを
1こしか食べれなかったけどおいしかったです。こんど行
きたいのは、さくらんぼがりです。こんどバスの中に、テ
レビがあったらコナンのえいがのせんりつのフルスコア
を見たいです。すごくたのしかったです。  植田大智さん

バスツアー
たのしかった！！
またいきたいです。
安田百那さん

隊員よりお便りです
「それいけ体験隊」
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環境隊集合

もも、大好き！

ふむふむ…
司令してみたいな… 科学隊集合

浮くかナァー？
未来の宇宙飛行士さん！

ベイブリッジをバックに

■作り方

①　皮付きのまま３ｃｍ程の長さに切っ
たさつま芋をアルミホイルに包んでグ
リルで焼く。

②　アルミホイルを開けてから、もう一
度焼く。

③　そのまま２分蒸らし、取り出して塩
を軽く振り掛ける。

④　焼き上がったさつま芋に、クランチ
ピーナッツを振りかけてマスカルポーネ
チーズを添えて、出来上がり。

■材料（４人分）

さつま芋……………………小２本
（１本２３０g～２５０g）

マスカルポーネチーズ……１パック

クランチピーナッツ…………適量
（ピーナッツでも可）

塩……………………………少々

マニュアルグリル 上下：弱火１５分

マニュアルグリル 上：強火 下：弱火２分

逸品レシピ逸品レシピ

2008暖房セール開催中2008暖房セール開催中
（12月末日まで）（12月末日まで）

▲作り方①
アルミホイルで包む

うま！ラク

AKIGAS体験館　料理教室AKIGAS体験館　料理教室

場　所 AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

時　間 午前１０時～午後１時
 （メニューにより多少異なる場合があります。）

参加費 ３Dayコース：
 月１回 ３ヶ月コース ７,５００円
 １Dayコース：１回１,０００円

募集人員 ３Dayコース：８名
 １Dayコース：各回８名

応募方法 はがきに郵便番号、住所、氏名、
 電話番号、参加希望日をご記入
 の上ご応募下さい。
 ※はがき１枚で１名様（１回分）のご応
 　募でお願いいたします。
 ※応募者ご本人様が出席して下さい。

宛　先 〒１９６-００３１
 昭島市福島町１０００番地
 昭島ガス「料理教室」係
 ※各締切り日 当日消印有効
 ※応募者多数の場合は抽選となりま
 　す。抽選の結果ははがき又は、電話
 　にてご連絡いたします。

問合せ先 営業企画担当　中村
 TEL：５４６-８８１１
 ※当日キャンセルの場合はキャンセ
 　ル料としてコース代全額をいただ
 　きます。

料理教室募集要項

ウィズガス
～笑顔でエコな生活応援祭～

11月15日（土）
～ロシア料理でおもてなし～
● ビーフストロガノフ
● キノコのつぼ焼き
● リンゴとプラムのコンポート

12月13日（土）
～今年のおせちは我が家風～
● 鶏肉の柚子香漬け
● 二色伊達巻 ● 紅白煮
● 花蓮根のあちゃら漬け
● リンゴ羹 ● 沢煮雑煮

1月17日（土）
～甘酸っぱい恋の味?!～

11月14日（金）、11月17日（月）

11月22日（土）、11月26日（水）

12月  9日（火）、12月15日（月）

12月17日（水）、12月20日（土）

1月15日（木）、1月19日（月）

1月21日（水）、1月24日（土）

11月 締め切り：10月10日（金） 12月 締め切り：11月14日（金） 1月 締め切り：12月12日（金）

● スィートチェリー
　　　　　　チョコレートケーキ
　（1人1台お持ち帰り）
＋軽食付

～手作りパーティ～
● 手作りラップサンド
● 鶏肉とジャガイモの
　　　　　　　ガーリック風味煮
● 白ゴマのブラマンジェ

～クリスマスを飾るケーキ～
● ホワイトマウンテンケーキ
　（１人１台お持ち帰り付）
＋IH比較調理

～ホカホカ中華まん～
● 肉まん
● あんまん
● とろーり中華スープ
　（お持ち帰り付）

コ
ー
ス

3
day
コ
ー
ス

3
day

コ
ー
ス

1
day
コ
ー
ス

1
day

〈速報〉

締め切り：10月10日（金）

※アルミホイルは焼網の上に、左右・上下にすき間があるように敷いてください。
※グリルは予熱をしていない状態での時間です。（継続して使用される場合は時
間を減らしてください。）

焼き金時芋のマスカルポーネチーズ添え
1人分 約640kcal

調理時間

30
分

記載されている調味料の分量、設定温度、
調理時間は目安です。食材の大きさや種類、
調理道具によって異なる場合があります。

Point!

①クランチピー
ナッツは軽く
炒ると香ば
しさが増します。

②塩をかけると、芋の甘みが
引き立ちます。

青パトを寄贈しました青パトを寄贈しました
平成１８年５月に安全・安心まちづくり広報車（青パト）１号
車を昭島市へ寄贈し、早２年が経ちました。
青パトは市から委託を受けたシルバー人材センターの方
が毎日、安心・安全パトロー
ルに巡回しております。
この度、安心・安全パトロー
ルをさらに推進していくため、
青パト２号車を７月２９日（火）
に市へ寄贈しました。

１０月２５日（土） 開催決定１０月２５日（土） 開催決定
《当日のイベント》
それいけアンパンマンショー・野菜の即売会・
ビンゴゲーム・やきそば・器具セールなど

※詳しくは１０月のチラシでご案内します。

※お部屋にガス栓のな
いお客様、ガス栓増設
の見積りに伺います。
（無料）

※ガスコードは暖房機を
お買い上げ頂いた方
に限ります。

※表示価格には消費税
が含まれております。

○除菌イオン機能付ガスファンヒーター

本社ショールームにも展示中、お気軽にお越し下さい。

暖房機大幅値下げ 最適な長さのガスコードを
サービス（1m・2m・3m・5m）＋

RC-G4001NP（シルバー／ホワイト）

高さ536×幅440×奥行157（脚部260）mm・質量11.4kg

54,400円83,790円

暖房の目安

木造 11畳まで

コンクリート造
 15畳まで

○スーパーアレルバスターフィルター付ガスファンヒーター

GFH-4000D（コーヒーブラウン／ピュアホワイト）

高さ457×幅500×奥行158（脚部212）mm・質量10.8kg

50,300円77,490円

暖房の目安

木造 11畳まで

コンクリート造
 15畳まで

暖房の目安

木造 15畳まで

コンクリート造
 21畳まで

RC-G5801NP

高さ503×幅577×奥行175（脚部235）mm・質量11.4kg

63,600円97,860円

○ガスファンヒーター

GFH-2400S

高さ386×幅376×奥行126（脚部160）mm
 質量5.8kg

暖房の目安

木造 7畳まで

コンクリート造
 9畳まで

30,700円47,250円

SRC-357E

高さ440×幅460×奥行160（脚部210）mm
 質量8.1kg（LP在庫あり）

暖房の目安

木造 9畳まで

コンクリート造
 13畳まで

29,800円オープン価格

RC-F4002E

高さ442×幅410×奥行160（脚部210）mm
 質量7.7kg

暖房の目安

木造 11畳まで

コンクリート造
 15畳まで

33,500円51,660円

RC-E5801E

高さ440×幅520×奥行180（脚部220）mm
 質量9.2kg（LP在庫あり）

暖房の目安

木造 15畳まで

コンクリート造
 21畳まで

54,300円83,580円

○空気清浄付ガスファンヒーター

RC-F3504ACP

高さ608×幅430×奥行170（脚部275）mm
 質量12.3kg

暖房の目安

木造 9畳まで

コンクリート造
 13畳まで

53,600円82,530円

RC-F5804ACP

高さ668×幅480×奥行180（脚部290）mm
 質量14.6kg

暖房の目安

木造 15畳まで

コンクリート造
 21畳まで

64,300円99,015円

○ガス赤外線ストーブ

R-452PMSⅢ

高さ410×幅350×奥行284mm・質量5.1kg

暖房の目安

木造 6畳まで

コンクリート造
 8畳まで

19,100円27,405円

R-652PMSⅢ

高さ466×幅350×奥行284mm・質量6.0kg

暖房の目安

木造 9畳まで

コンクリート造
 12畳まで

20,700円29,610円

R-852PMSⅢ

高さ505×幅350×奥行284mm・質量6.8kg

暖房の目安

木造 11畳まで

コンクリート造
 15畳まで

24,500円35,070円

8月6日
（水曜日）

環境隊環境隊

8月7日
（木曜日）

科学隊科学隊

朝、隊員揃って昭島ガスを出発する時は既にとっても暑く、晴天で
した。
目的地の山梨へは夏休みとは思えないほど道は空いており、「もも

狩り（紅玉園さん）」へは早めの到着が出来ました。今の時期は浅間白桃が旬で甘み
が多く、果肉は柔らかくおいしかったです。隊員さんで最高４つ召し上がった方もい
ました。次に「クリーンエネルギーセンター」にて、水力・太陽光・風力などの「環境と
エネルギー」について学びました。その中の司令センターはかっこよかったですね。
熱心に話を聞いている隊員さんが多かったです。
お昼頃になると雨が降ってきてしまい、「サントリー天然水白州工場」についた時

にはどしゃぶりに！！（このツアー始まって以来の雨だったんです…今回参加出来なかっ
た隊長の涙だったのかな…？）残念ながら、工場内の見学は出来ず、天然水の試飲だ
けとなりましたが、軟水・硬水・天然水のジュースがたくさん飲めてよかったかな？？
心配していた雨もみんなが楽しみにしていた「オオムラサキセンター」に到着す

るころには止み、オオムラサキ（蝶）を観察。ただこの時期は産卵後だったので蝶の
姿は見えませんでしたが、将来の子がたくさんいましたね。他にも異なる種類の蝶
や昆虫をたくさん観察しました。この１日で色んな種類の環境を歩いて、見て、触っ

て大切さを学びましたね。環境隊員の皆様お疲れ様でした。

出発後すぐに高速道が事故渋滞に見舞われ、
一般道で約３時間かけて横浜に向かいました。
バスの中ではクッキングコンテストのDVDを

見たり、クイズやじゃんけん大会をしました。
渋滞のため、残念ながら「横浜ブリキのおもちゃ博物館」に

はいけませんでしたが、無事に「ロイヤルウィングランチクルー
ズ」には時間通り到着しました。ロイヤルウィングに乗船後ベイ
ブリッジを見ながらおいしい中華料理のバイキングを食べまし
た。乗船中にじゃんけん大会や風船パフォーマンスもあって楽
しかったかな？？
午後の見学は、「はまぎんこども宇宙科学館」へ行きました。

ここでは、宇宙飛行士訓練、空間体験、体力・感覚テストの色々
なマシーンを体験しました。その後、プラネタリウムで夏の夜
空の星の観測をしました。空気が綺麗でネオンがなければ今
もあんなに綺麗な星空が見えるようですよ。この体験で将来
宇宙飛行士になりたいって話をして
いた隊員さんもいましたね。楽しみ
にしております。
帰りの大黒PA付近では朝心配し

ていた夕立もなく綺麗な夕焼けを眺
めながら帰ってきました。科学隊員
の皆様お疲れ様でした。

親子で行く夏休み日帰りバスツアー

「それいけ体験隊」ご報告
親子で行く夏休み日帰りバスツアー

「それいけ体験隊」ご報告
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