
上野と日暮里の間の駅

人のものを○○のは犯罪

神奈川の三浦半島にある市

茨城県龍ケ崎市にある○○○沼

買い物をするとレジで渡される

グレーの体毛を持つロシア原産
の猫
牛の事を別の呼び方で呼ぶと

「スルメ」や「ヤリ」などの種類が
います。
梅干しが赤いのは○○の色素
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ヨコのカギ

輪島漆器はこれを塗って作る

静岡県にある半島

回転○○、握り○○、押し○○

レバーと一緒にしてレバ○○炒め

ハニーバンタムなどの種類があります

ゴルフで、一打であがる事。○○○○○ワン

蓮の根

福田さんの前の首相は○○晋三
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タテのカギ
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答え

前号の答えはネンガジョウでした。
多数の皆さんからご応募いただき
ありがとうございました。
正解者多数（445名）のため、
厳正な抽選の上、当選者に商品を
発送させていただきました。

■応募方法
ハガキに①住所・郵便番号　②氏名　③電話番号
④パズルの答えをご記入の上、ご応募下さい。
■宛先
〒196-0031　昭島市福島町1000
昭島ガス株式会社「クロスワードパズル」係
■締切
平成20年5月27日（当日消印有効）

■プレゼント
A賞　除菌イオン機能付ガスファンヒーター

B賞　クオカード（1,000円）

3名様

30名様

リンナイRC-A390NP（木造9帖、コンクリート13帖）
高さ485×幅490×奥行160mm　3.49kw（3,000kcal）

08-04.30000

■発行・編集／平成20年4月
　昭島ガス株式会社
〒196-0031　東京都昭島市福島町1000
TEL.042-546-1111（代）
FAX.042-544-1795
URL. http://www.akishimagas.co.jp

大豆油インキを使用しています

※正解者多数の場合は抽選とさせて戴きます。
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
※クロスワードや料理教室などにご応募いただきました皆さまの個人情報（お名前、ご住所、
　電話番号）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。

長い間ご愛読いただきましたが、
今号をもってフロムサウザンドに
併合されます。
本当にありがとうございました。

クロスワードパズル

2008�春号�NO.20�（最終号）

祝�全国親子クッキングコンテスト入賞

Gas�&�Life
コンロのお手入れ�パート2

トピックス
4月26日（土）グレードアップフェア開催
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&

Life

�普段もお手入れしましょう！

コンロのお手入れ
パート2

なが～く、キレイにお使いいただくために

グリル庫内の
お手入れ
グリル庫内の
お手入れ グリル

庫内
グリル
庫内

軽い汚れの場合は

水で薄めた台所用中性洗剤
を含ませた柔らかい布などで
拭き取って下さい。
※庫内が十分に冷えている
　事を確認して下さい。

こまめに
お手入れする事を
おすすめします。

洗浄キューブも
おすすめ
洗浄キューブも
おすすめ

オレンジオイルクレンザー
付スポンジです。洗剤いら
ずで汚れが良く落ちます。
※小林製薬製

汚れがひどい場合は
水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジを泡
立てた後、グリル庫内の側面や底面を湿らせてしばら
く置き、汚れが浮いてきたら柔らかい布やスポンジで
拭き取ります。

手が届かない場所はお箸を代用しましょう
手が入りにくいグリル内部は、菜箸などの
長い箸（棒）に、濡らした布かキッチンペーパー
をくるっと巻いて輪ゴムなどで留め、バーナー
カバーやグリルの奥や角を軽く拭き掃除し
て下さい。

※庫内の金属部で手を切らないように注意しましょう。

 こん
な

裏技
も！ こん
な

裏技
も！ 「野菜くず」で…

グリルに重曹を使うと
ニオイもとれます

「飲み残しのビール」で…

「ミカンやレモンの皮」で…

焦げた汚れがこびりついてしまったら、
野菜くずでこすると汚れが落ちます。
ナスのヘタやキャベツの外側葉などが
使用できます。

魚を焼いた後、受け皿に重曹をたっぷ
りまいておきます。ニオイが取れたら
水を加えて洗います。汚れもニオイも
取れます。
※フッ素コート皿には使用しないで下さい。

飲み残しのビールを、使い古しの布に
染み込ませて油汚れを拭きます。水拭
きではなかなか落ちない油系の汚れが
落ちます。

酢と同じ酸を含んだレモンやミカンの
皮は油汚れに効果絶大。さらに塩をプ
ラスすれば、塩の粒がクレンザーの役
割を果たしてダブル効果！

テーマ「あったか家族～ガスのある暮らし」

フォトコンテスト開催中！（4月30日〆切）

詳しくは昭島ガスのホームページ,又は
↓ウィズガスCLUBのホームページをご覧下さい↓
http://www.gas.or.jp/withgasclub/photocon02/



↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑
↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑
↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑
↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑�↑GRADE�UP！↑

トピックス

協賛
ハーマン
パロマ
リンナイ
ノーリツ

協賛
ハーマン
パロマ
リンナイ
ノーリツ4/26（土）10:00～16:00 会場／昭島ガス構内4/26（土）10:00～16:00 会場／昭島ガス構内

グレードアップフェア開催！グレードアップフェア開催！

★SIセンサー付きガラストップコンロ�オール40%off
★マイホーム発電エコウィル 大特価
★ECOジョーズ�オール40%off

パロマ
PD-KN52WV-75CE-L/R
￥176,400（税込）
↓40%off
￥105.840（税込）※取付工事費別途

リンナイ
RS78W2A6RS-L/R
￥195,300（税込）
↓40%off
￥117,180（税込）※取付工事費別途

パロマ
PA-KN307WG-L/R
￥104,790（税込）
↓40%off
￥62,874（税込）

ハーマン
LW2241AS5SG-L/R
￥113.400（税込）
↓40%off
￥68,040（税込）

ノーリツ （24号）
GT-C2432AWX BL
￥405,300（税込）
↓40%off
￥243,180（税込）
※リモコン・部材・取付工事費別途

リンナイ（24号）
RUF-K2401SAW(A)
￥358,260（税込）
↓40%off
￥214,956（税込）
※リモコン・部材・取付工事費別途

・セールの対象は、協賛各メーカー家庭用器具「SIセンサー付ガラストップ」のビルトイン・コンロ、エコジョーズ・エコウィルのみとなります。
・その他、家庭用器具30%off
・来場記念品は数に限りがございますので、品切れの際はご了承下さい。
・エコウィルは、設置に制限がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

みん
な集まれ

！会場には楽しい体験がいっぱい！

the
labyrinth

迷路も登場！
体験館ではオーブンを使って

キーホルダー作りにチャレンジ！！
ご来場記念品「季節のお花」お引換券

お名前

ご住所

お電話

??

その他多数
器具展示・実演あり



３月９日（日）　東京ガス新宿ショールームにて開催されました。
東京大会からスタートし、関東大会を経て、安田様親子も元気に参加し
ました。メニューは「カレーなるフォンデュ」、
キャッチフレーズは『家族団結完全燃焼』です。
北は北海道函館市、南は九州佐世保市と全国
より１２組の親子の大会となりました。
応募総数は２,００８組の中から勝ち抜いて
きた１２組です。
前日にはウエルカムパーティも開催され、他
の親子とも交流を深めました。
大会当日は取材も多く、少し驚いてしまったかな？それでも、安田様親
子も馴れた様子で対応していました。審査員の服部先生には、ちょっと
だけ緊張気味に話されていたように感じましたが…。

今回もカレーに振舞っていました。
時間内に飾りつけも終わりホットして見ていましたが、控室に戻っ
てくるなり「ダメだ?！！」とのコメント。「次回もう一度頑張る！！」
なんて発言までありましたが…。
食育セミナーの後、いよいよ結果発表。主催者より、「表彰で名前を
呼ばれたら、立ち上がって５秒程度カメラに向かって、にっこり笑っ
てください」との説明はありましたが…。キッチン・バス工業会賞で
安田親子の名前が呼ばれると…。応援団の私もすっかり舞い上がっ
ちゃって…。シャッターチャンスを逃してしまいました。受賞式の後に審査員の方々のサイン
もいただき無事に終了致しました。「しっかりと家族団結し完全燃焼できました」との事です。
本当におめでとうございます。また長い期間に亘りありがとうございました。それから、第２
回大会も宜しくお願いします。

GAS
かわら版

ウィズガス 「第１回全国
親子クッキングコンテスト」
ウィズガス 「第１回全国
親子クッキングコンテスト」

明日に向けて決意表明しています。

取材を受けながら準備作業！！

服部先生も各テーブルを審査していきます。

『カレーなるフォンデュ』の完成です！！

結　果
・ウィズガスCLUB賞（優勝）　岡崎親子（北海道代表）
　『直火焼き野菜パンのお気楽エコランチ』
・キッチン・バス工業会賞　安田親子（関東中央代表）
　『カレーなるフォンデュ』
・住宅生産団体連合会長賞　山本親子（関東中央代表）
　『こつこつサッカー強化メニュー』
・日本ガス石油機器工業会賞　小寺親子（九州代表）
　『長崎和華蘭げんこつなべときなこおはぎ』

審査員：

cookingcooking

豚肉とグレープフルーツのフレッシュマリネ豚肉とグレープフルーツのフレッシュマリネ

グレープフルーツは、
ビタミンCの宝庫。
見た目も味もさっぱりした
ヘルシーメニューです。

グレープフルーツは、
ビタミンCの宝庫。
見た目も味もさっぱりした
ヘルシーメニューです。

材料（2人分）
豚ロース肉（薄切り）……150g
醤油………………………大さじ1/2
コショウ…………………少々

　塩………………小さじ1/4
　レモン汁………大さじ1/2
　砂糖……………少々
　サラダ油………大さじ2
　コショウ………少々

グレープフルーツ……1/2個
紫タマネギ……………1/4個
赤ピーマン（小）………1/2個
クレソン………………1/2束

A

1人分のエネルギー:662kcal
たんぱく質……………
脂質……………………
カルシウム……………
塩分……………………

5.4g
65.1g
32mg
1.4g

豚肉は醤油、コショウで下味をつけて
焼き、3～4cmに切ります。

「A」を合わせてドレッシングを作り、
「1」を熱いうちに漬け込みます。

グレープフルーツは果肉を取り出して
1房を半分に切ります。

紫タマネギは薄切りにし水にさらし、
赤ピーマンは千切りにします。

クレソンは葉先を摘み取り、
茎は3cmの斜め切りにします。

2.3.4.5を合わせて器に盛ります。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

両面焼きグリル 強火4分

つ く り か た

AKIGAS体験館 料理教室参加者募集料理教室参加者募集

応募方法 ハガキに郵便番号、住所、氏名、電話番号（日中の連絡先）、
「季節の桃を使ったトルテ」コースとご記入の上、ご応募下さい。

日　時 募集人員 参加費用6月21日（土） 8名 3,000円
（1人1台お持ち帰り）

締　切 5月20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、締切日より1週間以内にはがき、又は電話にてご連絡致します。

宛　先 〒196-0031　昭島市福島町1000番地　昭島ガス「料理教室」係

お問い合せ 営業企画担当：高橋　042-546-8811

グリル調理グリル調理

クロード・モネ 平野シェフによるケーキ教室開催
（家庭でも簡単に手に入る食材を使用します）季節の桃を

使ったトルテ季節の桃を
使ったトルテ

服部幸應氏

（学）服部学園理事長、
服部栄養専門学校校
長。医学博士。内閣府
「食育推進会議」委員。
「早寝早起き朝ごはん」全国協議会 副会長。
食育を通じた生活習慣病予防や地球環境
保護の講演活動に精力的に取り組んでいる。
藍綬褒章、厚生大臣表彰および、フランス
政府より国家功労勲章および農事功労勲
章を受章。

茂木健一郎氏

ソニーコンピューター
サイエンス研究所シ
ニアリサーチャー、
東京工業大学大学院
連携教授（脳科学、認知科学）、東京芸術大
学非常勤講師（美術解剖学）。 その他、東京
大学、大阪大学、早稲田大学、聖心女子大学
などの非常勤講師もつとめる。1962年10
月20日東京生まれ。東京大学理学部、法学
部卒業後、東京大学大学院理学系研究科物
理学専攻課程修了。理学博士。理化学研究所、
ケンブリッジ大学を経て現職。

本多京子氏

実践女子大学家政
学部食物学科卒業
後、早稲田大学教育
学部体育生理学教
室研究員を経て、東京医科大学で医学博
士号取得。2007年4月に策定された国民
運動「新建康フロンティア戦略」の建康大
使。現在、NPO日本食育協会並びに日本
食育学会理事。プロ野球のほか、ラグビー、
スキー、相撲などスポーツ選手に対する
栄養指導の経験を有する。


