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豊かで潤いのある暮らし

壱之蔵
クレープハウス  ま・いける
中山茶屋

ライ麦をたくさん使用したカ
ンパーニュも人気です。パン
はテイクアウト出来ます。

テラスから広がる四季折々の風景・川のせせらぎを聞き
ながら、心地よい癒しの空間。

6/1土 ・2日

AM10:00 PM4:30

やってきます！
テディベア
今年のフワフワドームは

働く車の展示もあるよ〜。見に来てね！

Cafe 日月堂

模擬店

生チョコと
ストロベリーチョコの
クレープ

昨年ご好評頂きました、あさがお・ふうせんかずらなど

「緑のカーテン苗プレゼント」今年もやります！

※雨天中止

高麗川のほとりにたたずむCafe日月堂。開放感にあふれ天然の素材で建てられた

空間をスタッフが長い年月をかけて造り上げました。

この日は遅咲きの桜と川の流れる音をBGMにテラス席でランチをいただきました。

オリジナルの石窯で焼き上げたパンや食材からは「シンプルで素材の味を大切に使

いたい」という気持が伝わってきます。

フードメニューの他に手作りデザート・ドリンク・嬉しいことにアルコールもあるの

でゆっくりとティータイムもおすすめ。季節によって変化する景色を楽しみながら…。

小麦は北海道キタノカオリ使用

この石窯で美味しいパンを焼きます

手作り無添加ハムサンド￥1300 
 （サラダorスープ、ピクルス、ポテトチップ付き） 

石窯焼きピザのセット・マルゲリータ
￥1300 （サラダorスープ）

（ピザは土日祝日限定メニューです）

現地の人が大事に手作りしたも
のばかり。ネパールの自然素材
に、ぜひ触れてみてね。
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299

高麗橋
至川越

至秩父
★

高麗西武池袋線

久保

巾着田

営業時間11:30〜17:30
日高市高麗本郷７２９番地１号

電話042-978-6263
火曜、水曜・定休日

http://www.cafenichigetsudo.com
ホームページもみてね。

Cafe 日月堂

今回はこの２品をいただきました
♪

手
作
り
ジ
ャ
ム

Cafe 日月堂
（ に ち    げ つ    ど う ）

自家製石窯パン

特典
ガス温水暖房機器をご成約いただき、

この　　　　　　　　をご持参いただ

いた方に表示価格よりさらに5,000円

割引させていただきます。

雑貨を見るのも
楽しい！

素材の持ち味を
いかしたやさしい味。

こんがり焼きあがった
モチモチのマルゲリータ。



～宮城県南三陸町～

3月11日  東日本大震災を忘れないために

「震災を風化させない」「自分たちの体験を役立ててもらう」「教訓にしてほしい」

そんな思いではじまった南三陸ガイドサークル汐風さんの語り部教室に参加。

震災当時のつらく大変だった思い、復興に向けて歩んでいる住民の思い、そして

震災から得た多くの教訓をこの語り部教室で学びました。

■現在、町内の祈りの場所となっている防災対策庁舎跡 ■目の前に広がる津波のつめ跡 ■南三陸さんさん商店街

東日本大震災から２年が過ぎました。
私たちは宮城県南三陸町を訪ね震災後の復興状況と当時の被害状況
を学んできました。

〜宮城県南三陸町〜 DIYをしよう!!
Do it yourself

お便り待っているよー

してもらってうれしかったこと、やってあげて喜ばれたこ
と、困っていること、環境を守るために心掛けていること、
など…なんでもOK　みんなで分かち合いませんか？

採用の場合は図書カード1,000円分を差し上げます。

当社では、お料理教室を年間95講座
開催しています。お料理教室のパンフ
レットは3か月ごとに年間4回発行し
ています。
パンフレットは、フリーペーパー“ぱ
ど”にて配布させていただきます。（地
域によっては配付されない場所もあり
ます）

4年 4カ月ぶりに吉田恵里先生が西武ガスお料理教室講師として再び、
ご指導いただけることになりました。

2013年4月再スタート！

スイーツの製造、焼き菓子の企画、
開発などを仕事としています。
心も体も癒されるレシピで楽しい
お菓子作りの時間を大切にしてい
ます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

吉田恵里先生からの
メッセージ

●スイーツ教室（6月）
　6月25日（火）10:00～13:00
　★ベリーのレアチーズタルト　
　★コーヒー
　2,200円　　定員8名
　申込期限　6月4日（火）

※お申込みいただいた後、抽選と
　なります。

次
回
開
催
予
定

マクロビオティック入門

今回は洋風に！気軽にお試しで
きるマクロビです。	

No.

5

日　時 4月18日（木） 10:00〜13:00
講　師 武藤生恵先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 3月28日（木）

最新式コンロ無料体験 (５月）

ガスコンロ・グリルなどを
使いお料理を作ります。
（内容はNo22無料体験と
　同じです）

グリルを使い魚以外の食材も
お料理してみます。

No.

10

日　時 5月11日（土） 10:00〜12:00
講　師 当社スタッフ 費　　用 無料
定　員 4名 申込期限 4月18日（木）

我が家の定番レシピ Ｂ

我が家の定番おやつ A

我が家の定番おやつ B

★春餅（チュンピン）
★ゆで鶏
★春雨と野菜の
　　さっぱりサラダ
★黒ごまときなこのアイス

★おやき3種
★かりんとう2種
★スープ

★バナナブレッド
★オリーブオイルと
　　ハーブのスコーン
★リンゴとセロリのサラダ
★豆乳チャイ

手作りの皮に、お好みの具を包
んで、いただきましょう。
おもてなしにも向いています。	

手軽な材料で簡単に作れる
なつかしいおやつを定番に！

身近な食材で、簡単におやつが
作れたらうれしいですネ！

No.

11

No.

7

No.

17

日　時 5月14日（火） 10:00〜13:00
講　師 佐野悦子先生 費　　用 2,200円
定　員 12名 申込期限 4月23日（火）

日　時 4月24日（水） 9:30〜13:00
講　師 佐野悦子先生 費　　用 2,200円
定　員 12名 申込期限 4月3日（水）

日　時 6月6日（木） 9:30〜13:00
講　師 佐野悦子先生 費　　用 2,200円
定　員 12名 申込期限 5月16日（木）

★小松菜とカブのポタージュ
★ドライトマトのマフィン
★サラダ・豆腐ドレッシング
★野菜のせクスクス　
　　～トマトソース～

英国初夏のランチパーティー 基本の中華料理

イギリスでも人気のアボカドと
tofu。
冷めてもおいしいキッシュです。

スタミナ料理で夏バテを乗り切
りましょう。

No.

12
No.

19

日　時 5月15日（水） 10:00〜13:00
講　師 武藤生恵先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 4月24日（水）

日　時 6月14日（金） 10:00〜13:00
講　師 村上恭子先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 5月23日（木）

★アボカドとtofu(豆腐）
　　のムース
★ポテトスコーン
★チキンのキッシュ風
★フルーツデザート

★海老のチリソース
★鶏肉とクラゲの冷製
★ジャージャー麺
★フルーツ杏仁

ワンコインダッチオーブン教室

ダッチオーブンを使い
お料理を作ります。

ガスの炎で、節電＆時短。
おいしい料理を作りましょう♪

No.

16

日　時 5月29日（水） 10:00〜13:00
講　師 当社スタッフ 費　　用 500円
定　員 4名 申込期限 5月8日（水）

焼きたてパン工房 Ｂ

★ミックスベリーと
　　ライ麦のベーグル
★押し麦のサラダ
★とうもろこしの
　　ポタージュ

人気のベーグルと、デリ風おそう
ざいでおしゃれなランチタイムを!

No.

18

日　時 6月11日（火） 9:30〜13:00
講　師 佐野悦子先生 費　　用 2,200円
定　員 12名 申込期限 5月21日（火）

お持ち帰
り

あります

お持ち帰
り

あります

お持ち帰
り

あります

Café Misugiのお菓子教室

スイーツ教室 (４月） ヘルシースイーツ教室 (５月）

★米粉のフルーツロール
★コーヒー

★マンゴーとレモンの
　　ベイクドチーズケーキ
★コーヒー

★チョコバナナ
　　シフォンケーキ
★コーヒー

小麦粉とは違った食感の、米粉
を使ったロールケーキです。

甘ずっぱいマンゴーを生地に混
ぜ込んで、しっとりしたチーズ
ケーキを焼き上げます。

フレッシュバナナを使ったふん
わりシフォンケーキです。

No.

20

No.

6
No.

13

日　時 6月18日（火） 9:30〜12:30
講　師 中島美由紀先生 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 5月28日（火）

日　時 4月23日（火） 10:00〜13:00
講　師 吉田恵里先生 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 4月2日（火）

日　時 5月21日（火） 10:00〜13:00
講　師 吉田恵里先生 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 4月30日（火）

お持ち帰
り

あります

18㎝のロールケーキ1本
お持ち帰りあります

お持ち帰りの容器ご持参
して下さい。

初めてのピザ教室

ピザの基本を学んで、
ご家庭で作ってみてください。

No.

14

日　時 5月22日（水） 10:00〜13:00
講　師 横田正夫先生　 費　　用 1,500円
定　員 8名 申込期限 5月1日（水）

★ポテト（じゃが芋）と
　　ベーコンのPIZZA
★サラダ
★コーヒー

おもてなし料理 ②

旬のたけのこを使って季節の
一品を作りましょう。

No.

8

日　時 5月9日（木） 10:00〜13:00
講　師 村上恭子 先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 4月18日（木）

★山菜おこわ
★たけのこの
　　海老しんじょ揚げ
★人参とあさりの白和え
★桜餅

手打ちうどん教室

★肉きのこ汁うどん

ご自分で打ったおうどんはお土
産。先生のおうどんを試食します。

No.

9

日　時 5月10日（金） 10:00〜13:00
講　師 山口　栄先生 費　　用 1,500円
定　員 8名 申込期限 4月18日（木）

お持ち帰
り

あります

焼きたてパン工房 A

★ブリオッシュ
　　（ツナ・カニクリーム・
　　　アーモンドシュガー）
★トマトのサラダ
★キャベツとコーンのスープ
卵と牛乳たっぷりのリッチなパン
です。トッピングを変えればお好
みのパンが作れます。

No.

15

日　時 5月24日（金） 9:30〜13:00
講　師 佐野悦子先生　 費　　用 2,200円
定　員 12名 申込期限 5月1日（水）

お持ち帰
り

あります

魚グリルで
ダッチオーブンが

使えます

ご
注
意

2013年7月〜9月のご案内は5月下旬発行予定です。お楽しみに♪

・キャンセルは、食材等の準備がございますので、
　３日前までにお願いいたします。	
・２日前からのキャンセルには、キャンセル料（全額）が発生します。
・ご都合がつかない場合は代理の受講もできます。

お料理教室
2013年 4 月

〜 6 月

ご案内

357-0021
	

飯能市双柳373-15
西武ガス
料理教室	行

1.コース番号
2.コース名称
3.コース開催日
4.お名前
5.お名前ふりがな
6.郵便番号
7.ご住所
8.お電話番号

〒357-0021埼玉県飯能市双柳373-15

ハガキ・お電話・Webサイトにてお申し込み後、抽選となります。
・各コースともお申し込み期限がございます。	
・定員に空きのある講座は、締切日以降でもお受けいたします。（開催日の３日前まで）
　お気軽にお電話にてお問い合わせください。

※１枚で複数の講座のお申し込みも可能です。

お電話からのお申し込み

受付電話　042–973–6600
受付時間　9:00〜17:00（土・日・祭日を除く）

西武ガス　お料理教室 ←
Webサイトからのお申し込み

ハガキからのお申し込み

表 裏

検索
クリック

2月28日（木）よりお申し込み受付開始

※�ご応募いただきました個人情報は当社が適切に管理し
お申し込み以外使用いたしません。

最新式コンロ無料体験 （６月）

ガスコンロの炊飯機能を使い炊
き込みご飯を作ります。

No.

22

日　時 6月24日（月） 10:00〜12:00
講　師 当社スタッフ 費　　用 無料
定　員 4名 申込期限 6月3日（月）

ガスコンロ・グリルなどを
使いお料理を作ります。
（内容はNo10無料体験と
　同じです）

手打ちそば教室 （４月）

★手打ちそば
★天ぷら（季節の素材）

ご自分で打ったおそばはお土産。
先生のおそばを試食します。

No.

3

日　時 4月16日（火） 10:00〜12:30
講　師 山口　栄先生 費　　用 2,000円
定　員 8名 申込期限 3月26日（火）

お持ち帰
り

あります

＂ありがとう＂「食」でつながる家族の絆　ガスの炎がお手伝い
今年の都市ガスキャッチフレーズ

シェフに学ぶヨーロピアン料理

ヨーロピアンレストラン＂駿河屋＂
のオーナーシェフに本格的な
作り方を教えていただきます。

No.

1

日　時 ４月９日（火） 10:00〜13:00
講　師 木村憲司先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 3月18日（月）

★白身魚のムニエル・
　　こがしバターソース
　　～野菜添え～	
★紅茶のムース	

我が家の定番レシピ A

★土鍋de鶏ごぼうご飯
★あさり入り茶わん蒸し
★しめじとほうれん草の
　　和え物
★あずき入りミルクゼリー

ふっくらおいしい土鍋ご飯を
ぜひ、定番料理に!!

No.

2

日　時 4月12日（金） 10:00〜13:00
講　師 佐野悦子先生 費　　用 2,200円
定　員 12名 申込期限 3月21日（木）

おもてなし料理 ①

見た目もきれいなバラの花寿司
は、おもてなしにぴったり!!

No.

4

日　時 4月17日（水） 10:00〜13:00
講　師 村上恭子 先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 3月27日（水）

★バラの花寿司
★オクラと海老のからし和え
★鶏ささ身ときのこのお吸物
★柏餅

手打ちそば教室 （６月）

★手打ちそば
★天ぷら（季節の素材）

ご自分で打ったおそばはお土産。
先生のおそばを試食します。

No.

24

日　時 6月26日（水） 10:00〜12:30
講　師 山口　栄先生 費　　用 2,000円
定　員 8名 申込期限 6月5日（水）

お持ち帰
り

あります

こんなカレーはいかが？

きれいな色合いで、やさしい味
と風味のカレーです。

No.

21

日　時 6月20日（木） 10:00〜13:00
講　師 武藤生恵先生　 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 5月30日（木）

★塩味ラッシー
★シーフードサラダ
★白いんげんと野菜の
　　オリエンタルカレー
★フルーツデザート

スイーツ教室 (６月）

★ベリーの
　　レアチーズタルト
★コーヒー

濃厚な口どけなめらかなレア
チーズケーキを作ります。

No.

23

日　時 6月25日（火） 10:00〜13:00
講　師 吉田恵里先生 費　　用 2,200円
定　員 8名 申込期限 6月4日（火）

農作業・酒造りは自由参加です。
一苗倶楽部に参加してみたい方は

一苗倶楽部事務局まで（丸屋酒店）
飯能市仲町２０－１５　☎０４２－９７２－２７５４

まさに寒仕込９月順調に育ってます

限定の酒「飯能風土季」

　　　　（^ｖ^）  良かったコーナー

お客さまの声の欄はみなさん日頃の出来事やガスに

まつわる事など色々な内容が読めて勉強になりま

す。飯能の人気のお店　めし・Café ふゎふゎふぅ

まだ行った事はありませんが、エコくらぶの記事を

見てこんな素敵なお店が身近にあったなんて…お友

達と行ってみます。

　Y様　

　　 24年10月発行エコくらぶに紹介されたマクロ

ビオティック教室（武藤先生）に参加しました。玄米・

黒米ご飯はお赤飯のような色。かみごたえのあるご

飯でした。さつま芋ときのこのスープは旬の野菜が

たくさんはいっていてしかも動物性の食材を使わな

い、昆布だし汁、野菜味のスープでした。体にやさ

しいそんなお料理教室でした。

野田　T様　

　　 いつも、エコくらぶが届くのを楽しみにして

います。我が家は、ガスファンヒーターを使って

います。2階が住まいなので、いちいち重たい灯

油を運ぶ必要もないし、毎年、気にしていた灯油

の価格も気にならなくなりました。

赤ちゃんがいるので灯油の臭さもなくてよかった

です。

A様　

　　 リフォームをしたのをきっかけにIHコンロに

してしまいました。

「掃除が簡単そう」と自分で決めつけて取付してし

まいました。天ぷらを揚げるにも途中で電源が落

ちてしまったり…ガスコンロと同じ機能が当たり

前と思い購入してしまいました。とにかく不便で

料理をする気がしません。

横手　M様

　　 2人のかわいい孫と秋のガス展にお邪魔しま

した。ソフトクリームを食べたり、風船で動物を

作ったり、とても楽しかったと喜んでいました。

エコくらぶのまちがいさがしでは私は7カ所しか

わからなかったのに、孫はあっと言う間に10カ

所をみつけました。次回のエコくらぶも楽しみに

しています。いつまでも続けて下さいね。

匿名希望 　

　　 浅葱などのネギの再利用

スーパーで浅葱を買いますが、根っこがついたま

ま売っているので家に帰りまず根元だけを下から

3CMくらいの長さのところで切ってプランター

の土に植えます。水をあげればまた緑のネギが伸

びてきます。1.2週間で再収穫ができます。

是非お試しを・・・ 　　　　　　

美杉台　K様　

　　 小2の息子が下校する時間。窓から「こんに

ちは！」と声が聞こえました。帰宅した息子に「誰

にお話していたの？」と聞くと「すずめさん…」と

ても素敵な挨拶が出来ました。素直なままで大き

くなってほしいと思います。

匿名希望　

　　 お料理教室に参加しては新しい事を学ばせて

いただいています。今日まで知らなかったお料理を

教えていただき“料理って奥が深いなぁ”と感じま

す。毎回、楽しく参加させていただいています。私

にとってお料理教室はストレス解消です。

匿名希望　

1年をかけて「イラスト集」

「2013カレンダー」を作成し

ました。

生徒さんが書いているのは、

かわいいイラスト・美術的な

イラストと様々でした。みな

さん真剣なまなざしで、イラ

ストを描いていました。

完成したカレンダーは職員室前の廊下にかけてありました。

毎年、全校生徒さんがまんがくらぶの作品を楽しみにしています。

毎週木曜日6時間目の授業で活動

24年度部員数は11名です。

（4.5.6年生）

ご紹介させていただいた原市場小学校まんが
くらぶの授業におじゃましました。

24年10月発行Vol.24 に

まんがくらぶのみなさん

これからも
西武ガスエコくらぶに
素敵なイラストを送って下さいね。

お酒造りに 挑戦初
お米作りから仕込みまでを体験できる丸屋酒店主催「一苗倶楽部」
に参加しました。

下加治の田んぼで５月に田植えをして、９月には黄金色に実った
恵みに感謝し稲を刈り、五十嵐酒造さんで仕込み作業を体験。

２月に楽しみ♪にしていた限定のお酒「飯能風土季」ができあがり
ました。 

丁寧にお世話していただいた田んぼの持ち主の方、蔵人の力をか
りて、とても美味しいお酒が完成しました。ありがとうございま
した。

一年を通して自分たちで作ったお酒は忘
れられない味に。
ん～感無量。

お持ち帰りあります

前回配布の
パンフレット

『ＤＩＹ』って聞いたことありますか？『Do it yourself』、『自分でやる』の意味で、日曜
大工をはじめ『専門業者に頼らず自分で素敵な生活空間を作りましょう』と解釈されるこ
とが多いようです。近年この飯能近郊にも大型ホームセンターが増えて、皆さまいろいろ
な資材や見慣れない道具などを見かけるようになったのでは ?? そこで今回は日曜大工が
趣味の当社社員の土日返上のウッドデッキ造りをご紹介♪

① なんか庭が殺風景
だなーってことで‥‥

⑧最後に扉とステップを付けて遂に完成！もっと広くて立派なステッ
プを作ったのですが「玄関前に邪魔！」と言われて渋々コンパクトに切
断・・・(T_T)。
軒の工事を開始した時は半袖を着ていたのに、気付けば防寒対策万全
で作業していました。費用は軒とデッキ合わせて15万円位かかったか
な？工事を全部依頼したらどれくらいかかるのでしょうか…？
まぁこれで、洗濯物も干せるようになったし、あったかくなればビー
ル片手にデッキでくつろげます( ^^) _U~~

② チョイチョイといい加減な設
計図をつくり、工事開始！束石
を並べて柱と束を立てました。
水平をとるのにエライ苦労しま
したが、これが狂うとデッキが
傾くのでとっても大事な作業。

⑤ さあ次は床板貼り。木材に
反りがある為、計算通りの隙間
にならず、数人がかりで強引に
反りを矯正して釘を「エイッ！」
と打込みます。

⑦ 床が終わり周囲を囲む
柵を柱の間にはめ込んで
いきます。ここもやはり
木材の反りを強引に「エ
イッ！」。だいぶウッドデッ
キらしくなってきました♪
あと少し～ !!

⑥ 床完成！通常は建物に対し平
行に長い板を貼っていくようです
が、垂直に短い板を貼ってみまし
た。何だか縁側の縁台がでっかく
なったみたい…。

③ 社員がカットした木材を家族
総出でヤスリがけとペンキ塗り。
何百本とあるので気が遠くなりま
す。切っちゃイケないものを切っ
てしまったり、３度塗りのペンキ
がボタボタと…大騒ぎ ( _̂̂ ;)

④ 愛犬「さくら」は土日でみん
ながいるのに遊んでもらえず、フ
ラストレーションが溜まる休日が
続いたようです…。

①

⑤ ⑥

⑦

② ③

④

あそぼ

あそぼ

あそぼ

あそぼ あそぼ

あそぼ

あそんで
（泣）

ダメッ
〜！

何となく勢いで始めて行き当た

りばったりの工事で長いことか

かりましたが、何とか広さ５畳

弱のデッキが完成しました。

ＤＩＹ、皆さんも始めてみては

いかがでしょうか??

END

⑧

完成
⑨ 愛兎「うめ」は日向
ぼっこをご満悦♪
さくらは何だか閉じ込
められた気分になるの
か戸惑い気味です…。

⑨

♪

何コレ…?

まんがくらぶのみなさん

とりあえずホームセンターで
軒を買ってきて設置してみま
した。本職の人なら１日で終
わるみたいだケド何だかんだ
で２日かかりました…。「ど
うせじゃウッドデッキでも造
るか」と見切り発進…

受付電話

受付時間

パンフレットをご希望のお客様は当社まで
ご連絡を下さい。

042-973-6600

9時〜17時（土・日・祭日を除く）



　

ガス炊飯器は、最高温度1,200℃のガスの直火で、強力に加熱し、釜全体を

熱い空気で包み込みながら、お米を炊き上げます。

その仕上がりは「かまど炊き」のような、粘り、甘み、香りが際立った、ご

はん本来の味わい。ぜひお楽しみください。

炊き上がるごはんの『もちもち』と『おこげ』の具合を
各５段階ずつ調節できる機能を追加！

春のガスまつりにて、直火匠の試食会を開催する予定です。

で炊いたごはんの美味しさを実感して下さい。

次回の発行は平成25年９月の予定です。皆様の
ご意見、おたより、写真、絵手紙、イラスト、
料理など大募集中です。いただきましたご意見
等は掲載させていただくことがあります。ハガ
キ等はお返しできませんのでご了承ください。
採用の場合は図書カード（1,000円分）を差し上
げます。ご応募いただきました個人情報は当社
が適切に管理し、住所氏名は賞品当選時の配送
用として利用させていただきます。

この広報誌は再生紙と大豆油インキを使用しております。

問題 ❶の絵には10ヵ所❷と違うところがあります。❶の絵に違っている部分を
赤鉛筆で○印をつけ、キリトリ線で切り、官製はがきに貼って郵送してください。

全国親子クッキングコンテスト

第９回

8月24日（土）に

今年の
西部地区大会は

応募方法など詳しい内容は、
当社までお問い合わせ下さい。

開催決定！

前回のクイズ答え
�応募総数 49通、正解23
通、正解率46%でした
｡ 当選は発送をもって、
発表にかえさせていた
だきました。
たくさんのご応募あり
がとうございました。

グリル庫内の温度が異常に上がると、自動で消火する機能を『過熱防止機能』と言います。

オートグリル機能を使用した後、もう一度お魚焼きグリルを使用する際は、「手動で点火」して下さい。

その５. 《グリル過熱防止機能》

うっかり、お魚をまる焦げにしない為にも、「手動点火」時は≪グリルタイマー≫を使用してみて下

さい。（お好みの焼き加減になるように１～３分程度セットして下さい。）タイマーをセットしないで、

万一消し忘れた場合も約１５分で自動消火します。

コ ン ロ 編

　図書カード
1,000円分を20名様に

キ
リ
ト
リ
線

官製はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、良かったコーナー、良
くなかったコーナー、ご意見・ご感想などをご記入下さい。

〒357-0021　飯能市双柳373-15　西武ガス（株）クイズ係

平成25年　　　　　消印有効

当選者には7月20日までに賞品をお送りいたします。

❶ ❷

～ アボカドと豆乳の冷製スープ ～
ユヌポーズ ① アボカドは実をくり抜き、豆乳、昆布だしと

共にミキサーにかけます。

② 塩・こしょうで調味し、器に入れて冷蔵庫で
よく冷やします。

③ よく冷えたら、飾りに豆乳、ブラックペッパ
ー、イタリアンパセリを散らして出来上がり

です！！

＊調整豆乳を使う時は、塩、だし汁の量など加

減してみて下さい。	

＊時間がたつと、アボカドが酸化し変色します。

空気に触れない様にラップをするか、	少し味

が変わりますがレモン汁をかけて変色を防い

で下さい。	

アボカド ……………………………………… １個

豆乳（無調整）………………………………３００㏄

昆布だし ……………………………………１００㏄

塩・こしょう ……………………………… 各少々

仕上げ用

ブラックペッパー …………………………… 少々

イタリアンパセリ …………………………… 少々

豆乳…………………………………………… 少々

作り方材料

簡単・便利・安心・安全にお使いいただけます

応募方法

宛　　先

締　　切 6月30日

西武ガスお料理教室では「最新式コンロ無料体験」を実施中です。お気軽にご参加下さい。

ガス炊飯器

お料理好きのみんな！
あつまれ〜 !!


