
暖房機はいかがですか？

展示会風景
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【警告】
揚げ物調理は、必ず付属の天ぷら
鍋を使うこと

ここが問題

AKIGAS通信

第１１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6月となります。

■発行・編集／2009年4月  昭島ガス

〒196-0031 東京都昭島市福島町1000番地
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ガス料金 クレジットカード払いのご案内

バレンタインデー料理教室　実施報告

料理教室から
お知らせ

いつも昭島ガス料理教室をご愛顧いただきまし
てありがとうございます。フロムサウザンド次月号
（第１２号 ６月発行分）から料理教室の３ＤＡＹコー
スを２ＤＡＹへ変更させていただきます。また、１Ｄ

ＡＹコースを３か月分掲載させていただいておりましたが２か月分の掲載
とさせていただきます。
今後とも、昭島ガス料理教室をご愛顧いただきますよう宜しくお願い

いたします。

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

２８１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。

前回の解答 ４A ３B ６C

問題 ３つの　（　　　）の数字はいくつでしょうか？A B C

■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 ５月８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

暖房展示会
１月１９日（月）・２０日（火）に西武

拝島ハイツ、２２日（木）・２３日（金）

は公社田中町住宅で暖房器の

展示会を開催いたしました。

当日は、おしるこを準備して皆様をお

待ちしておりました。いつもは当社が遠く、

ご来店できな

いお客様も多

かったようで、

暖房器以外の器具のご相談や見積もりもいただきました。今

回は２ヵ所だけの展示会でしたが、お客様のご要望がございま

したら、これからも出張展示会へ伺いますのでご連絡をお待ち

しております。（会場は、ご相談ください。）

誤使用や「つい、うっかり」しても、揚げ物調理
による発火や火災を防止

早切れ防止機能の搭載により調理性を担保

誤使用や「つい、うっかり」を起こすと、揚げ物調理
による発火や火災が起こる※経済産業省も警告

安全性を高めるためには、IH特有の局所加熱の問
題により、早目の火力制御（火力ダウン）が必要と
なり、調理時間（長くなる）や環境性（熱効率が悪く
なる）に影響が出てくる

近年、揚げ物をする際に、少量の油で揚げる人が増えているという調査データがあります。また、その際も天ぷ
ら鍋でなく、「フライパンを使って」という若い人も多くなっているようです。IHクッキングヒーターは揚げ物を
する際、一般的に「５００g（５６０ml）以上の油」で、「必ず付属の天ぷら鍋を使うこと」と説明しています。IHクッキ
ングヒーターで揚げ物をする場合には、この点に注意が必要です。

揚げ物火災発生リスク

センサーの
検知方式に
よるところが
大きい

センサーの
検知方式に
よるところが
大きい

▲▲▲

▲▲▲

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲安全性担保のために
調理性や環境性を
犠牲にするリスク

少量油で揚げ物をする調理スタイルに変わってきている少量油で揚げ物をする調理スタイルに変わってきている

●揚げ物での食用油使用量

データ：「最新ガスコンロの実力」より

ご連絡は ０４２-５４６-８８１１ 営業企画担当　石川まで  
お願いいたします。

少量の油で揚げ物をする人が増えている少量の油で揚げ物をする人が増えている

●揚げ物で使用する調理器具
　〈フライパン〉（05年度データ）

【油量の目安】
IHクッキングヒーターで揚げ物をする場合

Siセンサーコンロ と IH　　 の安全設計の違いクッキング
ヒーターSiセンサーコンロ と IH　　 の安全設計の違いクッキング
ヒーターSiセンサーコンロ と IH　　 の安全設計の違いクッキング
ヒーター

Siセンサ
ー

コンロ
IHクッキングヒーター

直接検知

温度センサー
ガラス天板
温度センサー

間接検知84
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▲出来上がりはこんな感じ

▲しっかりかき混ぜてます

▲優しく粉をふってます

▲メレンゲをよくあわ立てます

▲出来たて手作りマカロン
　を箱につめています▲メレンゲとチョコを混ぜてます

▲できあがり▲上手にできました

■作り方
①　中華だしの素を水に溶いておく。

②　豚肉は３～４cm幅に切っておく。人参、白菜は２～３cm幅の
薄切り。ピーマンは１cmくらいの細切り、しいたけは４等分にして
おく。

③　シーフードミックスは苑でておく。（臭みをとる）

④　フライパンに油を入れ、②の豚肉、野菜を妙め最後に③とう
ずら卵を入れ、塩、コショウをする。

⑤　④に①を入れ煮立たせ、水溶き片栗粉を加えとろみをつけ、
おこげごはんの上にかけて出来上がり。

1.　ごはんは人数に合わせて等分し、
丸めて平たくしておく。

2.　フライパンを２００℃に設定し、
　　　　　　　　　　　　　　
1を並べて焼く。表面が固くなった
ら、裏返してかるく焼く。

■材料（４人分）

ごはん……………………………２合

豚肉（スライス）………………２００g

うずら卵（市販品）………………８個

ピーマン…………………………２個

人参……………………………１/２本

シーフードミックス（冷凍）……２００g

しいたけ……………………２枚

白菜…………………………４枚

水…………………………６００cc

中華だしの素………………２０g

塩・コショウ………………少々

水溶き片栗粉………………少々

揚げものキー ２００℃

コンロ 強火

コンロ 片面約７分

逸品レシピ逸品レシピ

▲作り方2
焦げ目が付くぐらい焼くと、
パリッとしておいしい

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。

次回より２DAYコースとなります。
 詳しくは「料理教室からのお知
 らせ」をご覧ください。（裏面）

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
 　ル料として各コースの参加費全額
 　をいただきます。

料理教室募集要項

5月16日（土）
～手作りパニーニのカフェランチ～
● イタリアンハーブのパニーニ
● カラフルベジマリネ
● もちきびのトマトスープ
● 白いデザート～苺ソース～

6月13日（土）
～旬なお菓子～
● キルシュトルテ
　（１５cm丸型１台お持ち帰り）
＋ドイツ料理の軽食

7月11日（土）
～さっぱり夏の中華～

5月15日（金）、5月20日（水）
5月23日（土）、5月26日（火）

6月17日（水）、6月20日（土）
6月22日（月）、6月26日（金）

7月16日（木）、7月18日（土）
7月22日（水）、7月24日（金）

5月 締め切り：4月28日（火） 6月 締め切り：5月8日（金） 7月 締め切り：6月12日（金）

● 揚げじゃがいものの黒酢豚
● 茹で鶏と焼き茄子のサラダ
　　　　　　　～ニンニクソース～
● もずくと生姜のさっぱりスープ
● 杏仁豆腐

～行楽のランチサンド～

● パーカーハウス
　～エビカツ＆グリルチキンサンド～
● 春キャベツのスープ

～しっとり甘酸っぱい～

● チェリーケーキ
　（１人１台お持ち帰り）
＋IH比較調理

～2種のチーズが
　　　絶妙なハーモニー～
● フレッシュチーズのムースケーキ
　　　　　　～ブルーベリーソース～
　（12cm丸型1台お持ち帰り）

コ
ー
ス

3
day
コ
ー
ス

3
day

コ
ー
ス

1
day
コ
ー
ス

1
day

締め切り：4月28日（火）

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! ごはんを焼く時、温度調節を設定（２００℃）
すると、火力を気にしなくてもきれいに
焼けます。

１７０℃に設定ずればホットケーキやクレー
プもきれいに焼けます。

バレンタインデー料理教室ご報告！！バレンタインデー料理教室ご報告！！

サヴァラン（savarin）とは、フランスの焼き菓子でブリオッシュを
切断し、紅茶味のシロップを染み込ませて冷やしたものにラム酒
やキルシュをかけ、生クリームや果物で飾りつけたもの。また、ブリ
オッシュ生地を直径１８～２３cmのドーナツ形の型に入れて発酵さ
せてから焼き、キルシュ風味のシロップをしみ込ませたもの。

パリッとおこげがおいしさをいっそう引き立てる。

おこげ八宝菜
1人分 約640kcal

調理時間

25
分

お焦げご飯

親子
コース

大人
コース

２月１１日（水・祝）昭島ガス体験館にて特別料理教室「バレンタインデー教室」を行
ないました。午前は大人のコース「チョコレートマカロン」、午後は親子コース「チョコ
レートブッション」の２コース行ないました。
午前中に行なった「マカロン（macaron）」は、アーモンドを使ったフランスを代表

する洋菓子だそうです。今回の教室では、溶かしたチョコレートに、卵白をしっかりあ
わ立てたメレンゲと細かく刻んだアーモンドやクルミ、ココナッツなどと一緒に加えて混ぜました。オー
ブン皿にオーブンシートを敷きその上に一口サイズに小分けに並べ、オーブンで焼き上げました。サバ
ラン風に仕上げたカフェショコラに先程焼き上げたマカロンやイチゴ、キウイなどのフルーツで飾り付
けをしました。しっかりしみ込んだやわらかく味わいがあるカフェショコラにサクッとした食感のマカロ
ンがとてもマッチして美味しくできました。
午後に行なった「ブッション」とは、「ブッション・ド・ボルドー（Bouchons de Bordeaux）」の略名でワインのコルク栓を模し

た、ケーキとクッキーの間の硬さのお菓子だそうです。
主にフランス南西部ボルドー地方のお菓子とのことです。
今回は、午前、午後のコース共に二人ずつのペアーで
行ないました。みなさん協力し合いながら、楽しく料理を
していました。また「ご家庭では普段、誰かと一緒に料理
するということがなく、この料理教室で、みなさんと料理
ができて楽しかった。」というお声もいただきました。 〈お知ら

せ〉

詳細は、次号（第１２号 ２００９年６月）の

フロムサウザンドに掲載します。お楽しみに！！

体験隊ツアー隊員大募集！！

毎月のガス料金のお支払い

※ガス料金以外のガス工事代金・ガス器具代金等は、お取扱いできません。
※クレジットカードの提示によるお支払いは、お取扱いできません。
※家庭用でご使用のお客様が対象となります。

クレジットカードがご利用

いただけるようになりました

詳しくはお問い合せください

毎月のガス料金のお支払いにク
レジットカードがご利用いただけ
ます。
あらかじめ申込書によるお申し込
みをいただく必要があります。

申込書は昭島ガスホームページ
www.akishimagas.co.jp
からダウンロード

又は　料金担当
@042-546-1116
にご連絡いただければお届けし
ます。
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カードの認証

立替金の請求

検針

ご利用明細書送付

カード会社へのお支払い

立替払い

カード払いの申し込み
（所定の申込書）

★クレジットカード払いのしくみ★
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