
ガスファンヒーター暖かそうですね！？

グリルってこんなこともできるのネ！

春雨スナックとラスク

AKIGAS通信

第9号

※料理教室、又は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。

※次号の発行は2月となります。
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活動記活動記

AKIGAS体験館 料理教室 募集のお知らせ！

バレンタイン特別料理教室 募集のお知らせ！

報告　ウィズガス～笑顔でエコな生活応援祭～

編集
後記

この間までは半袖でも過ごせる毎日でしたが、このところ暖
房器具が恋しい季節になってきましたね。当社ショールームでも
１２月末まで暖房セール実施中です。人気商品は徐々に在庫がな
くなってきましたのでお早目にお買い求めください。

心を暖めるには特別料理教室で「バレンタインチョコ教室」はいかがで
すか？女性だけでなく男性も大歓迎です。ご応募お待ちしております。皆様、
風邪が流行っておりますが、暖かくして年を越してくださいね。当社では、
お客様へのエチケットの一環として、全社員がインフルエンザワクチンの接
種を済ませました。次号は２月の１０号になります。

ガス暖房を　　にご利用いただくためにガス暖房を　　にご利用いただくために安全安全

フィルター掃除の仕方

★ガスファンヒーターのフィルターは月に１回を目安に掃除をしてください。また、フィルターサ
インが点滅した場合は必ずガスファンヒーターのフィルターの掃除をしてください。

★フィルターの汚れや目詰まりにより本体の過熱や故障など思わぬ事故につながる恐れがあり
ます。また、ご使用中にいやな臭いがするなど異常を感じたら、お買い上げの販売店または、
昭島ガスにご連絡ください。

★安全にお使いいただくために、定期的に（３シーズンに１回程度）「機器本体内部清掃及び点検」
を受けられることをおすすめします。詳しくは昭島ガスまでご連絡ください。

★ガスファンヒーターは、室内の空気を使ってガスを燃焼させます。１時間に１～２回程度、換気をしてください。

★ガス栓は全開にしてご使用ください。ガス栓でガスをしぼると不完全燃焼を起こすおそれがあります。

★運転中は電源プラグを抜かないでください。

★ガスファンヒーターの前方１m以内には物を置かないでください。

★温風吹き出し口は高温になりますので、直接触れるとやけどの原因になるおそれがあります。また長時間吹き出し口の近くにいる
と低温やけどのおそれがありますので、ご注意ください。

す ど くう
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 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

７号は２４７通、８号は２７５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

７号の解答

３つの　（　　　）の数字はいくつでしょうか？A B C

９A ２B ８C ８号の解答 ３A ９B ２C

■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 １月８日（木）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

1. フィルターを取り外してください。
2. フィルターを掃除機などでお掃除してください。
 （汚れがひどいときにはぬるま湯に中性洗剤を入れて洗って
  ください。その後、よく水を切って陰干ししてください。）

3. フィルターを取り付けてください。
※フィルターを外したままの運転はしないでください。

ガスファンヒーターご使用の注意点
ガスファンヒーター

フ
ィ
ル
タ
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昭島市産業祭に８日（土）・９日（日）と今年も参
加いたしました。
初日の朝はあいにくの雨が降り、気温も低くと
ても寒かったです。午後からは雨も上がりまし
たが一日気温が上がらない一日でした。二日
目も朝から曇り、この冬一番の寒さとなりました。

今年の実演調理は、ビルトインコンロで温度調節
機能を使用して春雨（はるさめ）を２００℃の油で揚げ、塩、

チーズ、黒コショウ、カレーパウダーなどをお好みでふりか
けた「春雨スナック」。塩気とサクサク感がくせになるスナック

菓子でついつい手が出てしまうそんな一品でした。
他には、細く切りバターを塗ったパンをグリルで焼き、グラニュー糖やシナモンを
ふりかけた「ラスク」や「手作り冷凍ピザ」をグリルで焼くなどの実演をし、お客様
に試食していだだきました。
展示は環境にやさしいエコウィルの展示をはじめ、ガスファンヒータ、ガスコンロ
など多数の最新ガス機器を取りそろえ、産業祭限定
特別価格での提供だったこともあり、多数のお客様
にご来訪していただけました。真剣に係員の説明を
聞いているお客様や商品を選ぶのに迷われている
お客様もいらっしゃいました。
当日、ご来訪いただきましたお客様ありがとうござい
ました。
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昭島スカイイレブンが優勝昭島スカイイレブンが優勝

▲力を合わせて調理中

▲安田様親子のお料理です！ ▲受賞者で記念撮影！

▲アンパンマンショー ▲満員御礼

▲体験館にて「TRY！ TRY！ TRY！」

■作り方
①　鍋に酒を入れアルコールをとばし、みりん、しょう油、砂糖、
みかんジュースを加えソースを作っておく。

②　別鍋に沸騰させたお湯に酢を入れ、ポーチドエッグを作っ
ておく。

③　フライパンに軽く油を敷き合鴨の両面を強火でしっかりと
焼き色をつける。焼き色がついたら弱火にして、４～５分さらに
焼く。（途中で裏返す）

④　①の鍋に③を入れ煮詰める。
（火を通し過ぎないようにする）

⑤　合鴨を鍋から取り出してスラ
イスする。

⑥　鍋に残った煮汁に、片栗粉で
とろみをつける。

⑦　お皿にスライスした合鴨を並べ、
その上に⑥のソースをかけ、ポー
チドエッグをのせれば出来上がり。

■材料（４人分）

合鴨……………２本（約３００g／本）

長ネギ…………………………１本

卵………………………………４個

酢………………………………少々

ねりからし……………………適量

水溶き片栗粉…………………少々

みかんジュース……………７５cc
（オレンジジュースでもよい）

日本酒………………………７５cc

みりん………………………７５cc

濃口しょう油………………７５cc

砂糖………………………大さじ３

湯沸かしキー 簡単便利にお湯が沸かせます。

コンロ 強火 コンロ 弱火

逸品レシピ逸品レシピ

▲作り方②
酢を入れたお湯でポーチド
エッグを作る

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
 の上ご応募ください。
 ※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ください。

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

2月14日（土）
～彩りきれいな寿司ご膳～
● 手綱寿司
● 蓮根の海老はさみ揚げ
● 季節のお吸い物
● イチゴ大福

3月14日（土）
～Let’s パン教室～
● キャラメルナッツブレッド
　（１人１台持ち帰り）
● グリル de ピザ
● 春野菜のチャウダー

4月11日（土）
～春の中国料理～

2月  5日（木）、2月  7日（土）
2月16日（月）、2月27日（金）

3月  5日（木）、3月18日（水）
3月21日（土）、3月31日（火）

4月10日（金）、4月15日（水）
4月18日（土）、4月21日（火）

2月 締め切り：1月8日（木） 3月 締め切り：2月12日（木） 4月 締め切り：3月12日（木）

● ふんわりかに玉
● 肉団子のスープ
● 野菜の酸　漬け
● ココナッツミルクゼリー

～サクサクっと甘酸っパイ～
● チョコバナナパイ
　（１人１台お持ち帰り）
＋IH比較調理

～桜の香りのほかほかパン～
● 桜あんパン
● お好み焼きパン
　（お持ち帰り付き）

～いちごたっぷりのケーキ～
● イチゴのババロア
  ロールケーキ
　（１人１本お持ち帰り）
＋IH比較調理

コ
ー
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3
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3
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締め切り：1月8日（木）

合鴨ロースとポーチドエッグのみかんソース
1人分 約281kcal

調理時間

25
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フライパンで合鴨を焼く時油が出るので、キッチン
ペーパーで油を拭き取りながら焼くと、油ハネが
少なくなります。

②酢を入れ沸騰したお湯を、箸でくるくるかきまぜた
中心へ卵を入れると、きれいに白身が固まります。

時　間 午前１０時３０分～午後１時
定　員 １２名 参加費 １,５００円

時　間 午後２時～午後４時３０分
定　員 ６組 参加費 １,０００円

締　切 １月８日（木）　※申し込み方法は上記のAKIGAS料理教室を参照してください。　※応募者多数の場合は抽選となります

２月１１日（祝） 開催２月１１日（祝） 開催

「大人のコース」

（実演・試食のみ）】

～チョコレートマカロン～
（ラッピング付）

【カフェショコラのサバラン風（実演・試食のみ）】

「親子のコース」
～チョコレートブッション～

（ラッピング付）

AKIGAS体験館　料理教室参加者募集 〈バレンタイン教室〉

全国親子クッキングコンテスト全国親子クッキングコンテスト
東京大会東京大会

祝準優勝祝準優勝

優勝 新倉様親子（府中市）
「スケトで親子酒ごはん」

準優勝 安田様親子（昭島市）
「たっぷり野菜でゴマんぞく！？
　　　　ゴーゴー合格一直線！」

3位 菱沼様親子（新宿区）
「まんまるま～るく」

大矢るり子 氏（東京都公立小学校家庭科家庭科研究会顧問）
長坂　松夫 氏（中国料理「麻布長江」シェフ）
三宅　郁美 氏（料理研究家）
角田　憲司 氏（東京ガス株式会社リビングマーケティング部部長）

審査委員

全国親子クッキングコンテスト
東京大会

ガスフェスタ
「ウィズガス～笑顔でエコな生活応援祭～」開催！！
ガスフェスタ
「ウィズガス～笑顔でエコな生活応援祭～」開催！！
「ウィズガス～笑顔でエコな生活応援祭～」を１０月２５日（土）に開催しました。
今年は初めての試みである体験館でミニ料理教室「TRY！TRY！TRY！」を開催しました。メニューは「カ

ナッぺとワッフル」でした。カナッぺはトッピングに「ジェエノバーのソース」「チョコレートソース」「トマトと
チーズのソース」「チョコレートスプレー」「ツナとコーンのソース」「ブルベリーソース」の中からお好きな
ものを選び、お客様にスライスしたフランスパンにトッピングしていただき、グリルタイマー機能を使って２
～３分焼きました。ワッフルはケーキ生地をフライパンで天ぷらの温度調整機能を使って生地を焼き、冷やしてソースのトッピングや生クリームを
塗って作りました。小さいお子様から大人まで楽しくおしゃべりしながら、思い思いの作品に仕上げてました。皆様、とても上手でおいしそうでした。
お客様も体験されて、「グリルでパンが焼けるの？」や「こういう使い方もあるのね！」などガスコンロの新たな使い方に関心されていました。
当日のイベントは最新のガス機器の展示・販売・実演に加え、昨年に続き昭島市内で農業を営む方による野菜の即売会、焼きそばへの交換や受

付にてアンパンマンの風船への交換。そしてビンゴ大会、どれも人
気があり午前中にはなくなってしまう大盛況でした。交換できなかっ
た方々には大変申し訳ございませんでした。
ショータイムでは今年は「それいけアンパンマンショー」を行い、
たくさんの方々がアンパンマン達と握手したり、笑顔で応援してい
る姿を目にしました。
来年は更なるパワーアップ目指して企画しますので、是非その

時はまた足を運んでください。

第２３回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、１１
月２日（日）から８日（土）まで、くじら公園サッカー場で開催され、１２チームが
参加して熱戦が展開されました。決勝戦は、Ａブロック１位の昭島スカイイレ
ブンとＢブロック１位のむさしのスフィーダ２００４の対戦となり、前半･後半（各
２０分）では決着がつかず、延長戦（前半･後半５分）の結果、昭島スカイイレブ
ン（写真）が１対０で勝利し、みごと昭島ガスカップを手にしました。また、３位
決定戦も延長戦にはいる熱戦となり、ＥＢＳフジミが３：２で勝利しました。

１０月１９日（日）銀座にある「東京ガスStudio+G Ginza（スタジオプラスジーギンザ）で第２
回ウィズガス全国親子クッキングコンテスト東京大会が開催されました。書類選考で選出され
た１２組の親子の中に、昨年、全国大会で入賞しました昭島在住の安田様親子がいらっしゃいま
した。今年のメニューは「たっぷり野菜でゴマんぞく！？ゴーゴー合格一直線！」でした。安田様が長女のお嬢様の受験合格を願って、旬
のビタミンたっぷりなお野菜やお肉をオーブンとグリル、そしてコンロを使いながら焼き、生春巻きに包んだお料理とゴマたっぷりのご
飯・和えもの、そしてデザートにほっくほくのサツマイモでした。
審査中は安田様親子と一緒にドキドキでした。審査発表で３位から発表され…更にド

キドキが高まり…２位に安田様親子が呼ばれた時には一緒になって抱き合って喜びました。
今年、関東大会への切符は優勝した一組のみですが、私たちの中では安田様親子は

一位でした。おめでとうございました。来年もがんばってください。

昭島ガス杯昭島市少年サッカー大会 優　勝
昭島スカイイレブン
準優勝
むさしのスフィーダ２００４
3　位
ＥＢＳフジミ
敢闘賞
拝島第二小学校ＦＣ
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