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活 動記

昭島市総合防災訓練に
参加いたしました。

２００９年８月２３日（日）昭島市の総合防災
訓練が多摩辺中学校にて行なわれました。
大規模な直下型地震により、昭島市拝島町
一丁目のガス本管に亀裂が入り、ガス漏れが発
生していることを想定し、緊急修理の訓練を行いま
１００mm鋼管でガス漏れ箇所に緊急補修継ぎ
した。
手を取り付け、
ガス漏れを止める作業を行いました。万一、大きな地震が
起きた場合に備えて、昭島ガスでは早期にガスの供給が再開できるよう
復旧対策に取り組んでおります。

第１４号

フロム サウザンド

2009年8月23日実施

昭島市防災訓練風景

昭島ガスへのお問い合わせ電話番号
昭島ガスでは、
お客さまからの
お問い合せ等に迅速に対応さ
せていただくため、お取扱い
内容に対応する担当部門への
直通電話を設置しております。
お取扱い内容に
お客さまには、
より右記直通電話番号へご連
絡くださいますようお願いい
たします。

ガス使用開始及びガス使用中止連絡
代表：０
４２-５４６-１１１１
ガス料金に関するお問い合せ
料金担当：０
４２-５４６-１１１６
●ガス機器に関するお問い合せ
（新規購入・買い替え・修理等） お客様サービス担当：０
４２-５４６-８８１１
●イベントやセールに関するお問い合わせ
営業企画担当：０
４２-５４６-８８１１
●ガス工事
設備担当：０
４２-５４６-１０４２
（宅内工事）に関するお問い合せ
●導管照会・他工事に関するお問い合せ
供給担当：０
４２-５４６-２０４２
●保安検査に関するお問い合せ
保安推進担当：０
４２-５４６-１２２９
●新規ガス需要に関するお問い合せ
需要開発担当：０
４２-５４６-１１１９
●
●

すうどくとは９×９のマスの中に、 ●各列で同じ数字を使わない。
１から９までの数字を入れていく
●各行で同じ数字を使わない。
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。 ●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。
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問題 ３つの （ A

B C）
の数字はいくつでしょうか？

正解者の中から抽選で、
クオカードプレゼント
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
■応募方法
ハガキに

①郵便番号、住所
③電話番号

②氏名
④答え A B C
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 １１月１３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。

B

9

前回の解答

A３ B９ C２

２８９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。

安心ガスライフ21運動実施中！9月1日〜11月30日
◎主催：
（社）日本ガス協会（社）日本簡易ガス協会 ◎後援：経済産業省原子力安全・保安院 ◎協賛：
（社）日本ガス石油機器工業会

※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１２月となります。

新しいガス機器に

交換して！

安 心 ガ ス ラ イ フ

ガス機器も古くなると思わ
ぬ誤作動をおこす場合があ
ります。長年ご使用いただい
たガス機器は、早めの交換を
お願いします。

■発行・編集／2009年10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

０９-１０-３００００

参加者大募集！
！

「それいけ体験隊」ご報告

◎緊急時の電話番号：０４２-５４６-１１１１

すうどく
4

お手軽おそば作り教室

「それいけ体験隊」

隊員よりお便りです。

『始めてしったことや楽しかったこと』
ぼくは、八月六日にあきしまガスから「そ
れ行け！科学たい」のバスにのってうちゅ
うにかんするいろいろなところへ行きま
した。
さいしょにつくばエキスポセンターに行
きました。時間がすくなかったので一か
いの半分しか見ることができませんでし
た。一番楽しかったのは、3Dえいぞうの
のりものです。
次はおひるごはんを食べに行きました。
さいごに、つくばうちゅうセンターに行
きました。うちゅうふくは十おく円するこ
とやおもさで百二十キロあることなどい
ろいろなことを知りました。
とてもいい思い出になりました。またこ
田中晨稔さん
んど行きたいです。
今日は、アキシマガスさんの、
ごしょうた
ツアーに行きました。
いで、
いちばんたのしかったのは、品川アクア
ミュージアムに行って、イルカショーを、
みたのがたのしかったです。ジャンプを
したのがみりょくてきでした。
またらい年も、ツアーに、ちゅうせんで、
当たってさんかできたら、
うれしいです。
木下朱音さん

ガスミュー
あきしまガスのかんきょうたいで、
しながわす
ジアムとしながわハプナと、
水の科学かんに行きました。
いぞくかんと、
一ばんたのしかったところは、水の科学
トルネードじっけんで水のう
かんです。
ずまきになるところがとてもおもしろかっ
たです。おひるごはんもとてもおいしかっ
たです。またらい年も行きたいです。
芝田凌さん

8月5日昭島ガスのかんきょう隊にさん
加しました。
ぼくが一番楽しかった事は「水の科学館」
の3Fの「水の意吹を体感しよう」です。
理由はふだん使っている水よりもはるか
に水の流れがすごいということを「ゆれ」
で体感しました。
また来年も行きたいので来年もよろしく
おねがいします。
芝田一紀さん

『きぼうのじっけんしつにのって』
うちゅうひこうしは、ひとりであるけない
のできいろいぼうにつかまっていどうす
ることをはじめてしりました。
うちゅうふくのおもさにびっくりしました。
東京から大さかまで1分でいけることにびっ
くりしました。ぼくはうちゅうへいきたい
とおもいました。
あつみだいきさん

かんきょうたいの、ねもとゆきみです。
ばすで、
よいました。
おもしろかったです。
こなんが、
根本幸美さん
ありがとうご
至れり尽くせりのツアーを、
母より
ざいました。
※隊員からいただいたお便りを原文通り記載
させていただいております。
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アー

バスツアー
親子で
で行く夏休み日帰り

「それいけ体験隊」ご報告

8月6日

科学隊

（木曜日）

体験隊ツアー2日目の科学隊は「つくば
エキスポセンター」、
「つくばグランドホテ

8月5日

環境隊

（水曜日）

「筑波宇宙センター」に行ってきました。朝のうちは、昨日と
ル東雲」、
これは隊長が雨男というこ
はうって変って小雨が降っていましたが、

当日は天気予報で雨マークが出て心配していま
したが、隊員の皆様の晴れパワーで朝から雨も降

らず、道も渋滞せず順調に最初の目的である「ガスミュージアム」

となのでしょうか？しかし、みなさまのおかげでつくばに着く頃には晴

ここでは120年を超えるガス事業の歴史と、ガス灯に始まる
クイズラリーもあり、一生懸命隊員の皆様はガスについて学び

コ
ー
ス

コ
ー
ス

れていました。
「つくばエキスポセンター」では宇宙科学の歴史や、ロケットに搭載
〜クリスマスパーティ〜

楽しく体験していましたね。また、宇宙生活に欠かすことのできない

クリスマスパエリア
ホタテのマリネサラダ
● キャンドルケーキ

水と電気を作る、天然ガスを燃料とした燃料電池の原理をわかりやす

ガスの炎について学びました。

1
day

2
day

されている装置の原理を使ったアトラクションなどがあり、みなさん

へ到着しました。

く説明されていました。普段、私たちが使っているガスは宇宙開発に

次に品川にある「ハプナ」にてブッフェランチに向かいました。

〜バレンタインのホットなブランチ〜
●

●

●

（お持ち帰り付き）

ました。食後は関東平野が見渡すことのできる広々としたロビーや、

たが、高級感あふれる店内でおいしいブッフェをいただきました。

万葉の頃より愛されてまいりました筑波山にふさわしい漆絵の展示

午後は向かいにある「エプソン品川アクアスタジアム」に行き、

を見ながら、
くつろいでいただきました。

12月12日（土）

所 AKIGAS体験館（昭島ガス構内）

も会えて素敵な思い出ができたかな？最後の見学地はガスに不

添乗員さんと展示棟、試験棟、宇宙飛行士の訓練施設を見学しました。

時

間 午前１０時〜午後１時

「水の科学館」で学びました。お水
可欠なお水の環境について、

ロケットの模型や実際の宇宙服の展示、宇宙ステーションの模型の展

の中を冒険したり、水道の地下基地を探検しました。いつもは、

示などがあり、みなさま夢中で写真を撮っている方や、真剣に添乗員

蛇口をひねれば簡単に出るお水もたくさんの人の力と生物の力

さんの説明を聞いていましたね。
体験隊ツアーにご参加いただきましてありがとうございました。

れて大切に使われていることでしょうね。また来年も皆様に会え

また、多数のご応募いただきましてありがと

隊員の皆様お疲れ様でした。
（記：石川）

（記：中村）
宇宙ステーションの迫力に
魅了されています！

（メニューにより多少異なる場合があります。）

参 加 費 ２Dayコース：
月１回 ２ヶ月コース ５,０００円
１Dayコース：１回 １,０００円
募集人員 ２Dayコース：８名
１Dayコース：各回８名

AKIGAS体験館
日

環境隊集合写真

科学隊集合写真

1月21日（木）、1月27日（水）
1月29日（金）、1月30日（土）

12月 締め切り：11月13日（金）

1月 締め切り：12月11日（金）

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。抽選の結果は締切日から１０
日以内に、
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：
０４２-５４６-８８１１

※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。
※次回の料理教室募集（２０１０年２月分）から抽選結果につきましてはご当選の方のみ締切日から１０
日以内に当選通知ハガキ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。環境に配慮し、落選通知ハガキは発送いたしません。ご理解とご
協力の程、
お願いいたします。

時

料理教室参加者募集 お手軽おそば作り教室

１２月２３日（水・祝）
午前コース：１０時〜１３時

募集方法

はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号（日中のご連絡先）、
参加希望コースをご記入の上ご応募ください。
※はがき１枚につき１名様（１回分）のご応募でお願いいたします。
※応募者ご本人様が参加してください。

昭島市産業祭に
参加します

にて販売

１１月１４日（土）・

詳しくはチラシをご覧ください。

午後コース：１４時〜１７時

各コース：８名

せ〉
〈 お知ら

で
12月末ま

費

用

１,５００円（１回）

締

切

１１月１３日（金）
＊当日消印有効
＊応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
抽選の結果は、締切日から１０日以内にはがき、又は電話にてご連絡いたします。

宛

先

〒１９６-００３１ 昭島市福島町１０００番地 昭島ガス「料理教室」係

問合せ先

ラクうま！

逸品レシピ

営業企画担当

１５日（日）

在庫一掃セール 開催中！！

（９
：
００〜１５
：
００）
《会

写真はイメージです

場》
昭島市民会館にて

《当日の予定》
調理実演・器具販売

中村 ０４２-５４６-８８１１

すずきの生ハム包み アンチョビソース
淡白な白身魚に生ハムとアンチョビのソースでコクをプラス。

■材料（４人分）
すずき（切り身）………４切れ（４００g）
塩、
こしょう（すずき下味用）…各少々
生ハム（スライス）………………４枚
オリーブオイル………………大さじ２
アンチョビみじん切り……４枚分

（１０
：
００〜１６
：
００）

同 時に

数に限りがありますのでお早めにどうぞ
無くなり次第終了とさせていただきます。

12月14日（月）、12月19日（土）
12月21日（月）、12月22日（火）

※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。
※書き漏れがありますと応募無効となりますので、書き漏れのないようお願いいたします。

募集人員

今まで宇宙に飛び立った
ロケットのモデル

暖房セール開催中！

特価

＋IH比較調理

今後もより良い企画をしてまいりますので、

！
いただきます！

暖房機を

ヘーゼルナッツ風味の生ショコラ

応募方法 はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号（日中のご連絡先）、参加希望日をご記入の上ご応募ください。

うございました。
宜しくお願いいたします。

みんなイルカショーに大興奮！

●

料理教室募集要項
場

りある大切な資源であることがわかり、隊員の皆様もお家に帰ら

〜手作りスィーツ〜
（１人１台お持ち帰り）

＋ダッチオーブンでのクリスマスメニュー紹介

締め切り：11月13日（金）

「筑波宇宙センター」では、施設の説明のビデオを見た後、施設の

一日宇宙についてふれあい、宇宙の知識が深まったことと思います。

白いお山のフルーツケーキ

（１人１台お持ち帰り）

1月16日（土）

海の中の生物について学びました。かわいいイルカさんたちに

ることを楽しみにしております。環境

●

（お持ち帰り付き）

昼食は「つくばグランドホテル東雲」で、
「幕の内定食」をいただき

夏休みの渋滞で少し時間を短縮したランチになってしまいまし

でできていることを知り、改めてこの一日学んだガスとお水は限

〜クリスマスケーキ〜

ハートのブルスケッタ
ブロッコリーのクリームスープ
● ローストビーフのサラダ
● バレンタインプチケーキ

●

も活かされているんですね〜

ながら参加していましたね。

料理教室のご案内

AKIGAS体験館

オリーブオイル…………大さじ５
A

にんにくのみじん切り……１片分
レモン 汁 ………………小さじ１
しょうゆ…………………大さじ１
イタリアンパセリのみじん切り…適量

イタリアンパセリ…………………適量
レモンのくし形切り………………４個

■作り方

① すずきに塩、こしょうをふり、
生ハムを巻く。
② フライパンにオリーブオイル
を熱し、①を皮面から強火で両面
色よく焼く。
③ ②を取り出し、フライパンを
軽くふいて余分な油を除き、弱火
にかけて、Aのオリーブオイル、に
んにくを入れる。香りが出たら、ア
ンチョビ、
レモン汁、
しょうゆを加え、
仕上げにパセリを加える。
④ 器にすずきを盛り、③のソー
レモ
スをかけ、イタリアンパセリ、
ンを添える。
memo

イタリアンパセリがなければ、パセリ
でもOK。

記載されている調味料の分量は目安です。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。

