
Coffee 紗蔵

川のせせらぎを聞きながら45分のドライブ。山に囲まれたとても
静かな所に coffee紗蔵はあります。ハンドドリップで丁寧に淹れた
珈琲と手作りのスイーツが人気のお店です。

敷地内の庭と母屋だった古民家は解放してくれてるので、気が済むまで自
由に散策できます。テラス席で美味しい珈琲を飲みながら古き良き時代に
タイムスリップ！のんびりと過ごせること間違いなしのおすすめのお店で

お気に入りの珈琲
アイスカフェ・オ・レ ￥450 

ふわっとやさしい味
スフレチーズケーキ ￥380 

深い味わいと、小豆の香りが印象的
水出しほうじ茶と水ようかん ￥550 

蔵のドアは重厚で思わず両手で…中に入ると可愛らしい
カウンター席と、テーブル席があります。

Coffee 紗蔵

営業日　 金・土・日・月&祝日
時　間　 10：00 〜16：30
　　　　 （7・8月17：30）
住　所　 飯能市上名栗1749
電　話　 042-979-0067
駐車場あり

明治40年頃建てられた
蔵を改装した小さなお店

秋の紅葉もみどころ

ちょっとした
小物も
あります
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豊かで潤いのある暮らし

保護者の方も、安心して見守れるタイプのフワフワ。ぜひ、カメラご持参で、ご来店お待ちしています。

10月19日（土）20日（日）AM10:00〜PM4:30

働く車に乗って
カレンダー撮影

大好評

※都合により当日車種が変更になる場合があります。

●ブルドーザー
●ショベルカーなど

2014年版

カレンダープ
レゼント

飯能の人気のお店

季節限
定

季節ごとの
ケーキも
人気です！

模 擬
店

お団子
おまんじゅう
ホルモン焼きそば
クレープ

ガス暖房温水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。

特典



ごみ減量
リサイクル推進説明会に
参加しました。

働く車のコーナーでは普段は触ること
はもちろん乗るなんてもってのほか！
ブルドーザーやショベルカーに乗って
「はい、ポーズ」「カシャ」写真はカレ
ンダーにして想い出のプレゼント♪

マイカメラで、お父さんお母さんと
一緒に記念撮影も楽しいですね。

楽しかったね！ 6月のガスまつりはお天気にも恵まれ無事に終えることが
できました。新しいコーナーも増え、楽しんでいただけた
かなぁと思っております。

大人気のフワフワは
テディベアでした。

緑のカーテン苗プレゼント
は社員が種から育てました。
ゴーヤ、ふうせんかずら、
ひょうたん、朝顔など1,500
鉢。地道な作業でしたが大
好評につき、はなまる！

大きく
な〜れ

♪

たくさ
ん芽が

でた〜 お客様
から

大きく
なりま

した

とお便
りが。

⬅お子様パン教室

⬅模擬店コーナー

⬅ぶんぶん
　ゴマづくり

⬅
ヨーヨーふうせん

⬅クレープ

➡

お客様のご要望にお応えして募集定員を増員し新たにスタート！

ワンコイン最新ガスコンロ体験教室

『最新のSiセンサーコンロを購入したけど、うまく使いこなせない…』

『興味があるので体験してみたい…』

最新のSiセンサーコンロ100％活用テクニックからお手入れ方法まで、

スタッフ2名が機能説明をしながら実際にお客様に調理をして頂きます。

参加された方からは「楽しかった」「ため

になった」と嬉しいお言葉をいただいて

います。いつもお客様の笑い声が絶えな

い教室です。是非、一度お越し下さい。

という方も

ワンコインダッチオーブン体験教室

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2月・5月・8月・11月の年4回
発行しています。お届けは、フリーペーパー "ぱど" にて
配布、地域によっては配付されない場所もあります。パ
ンフレットをご希望の方はウィズガス料理教室まで。
受付電話　042-973-6600
受付時間　９時～17時（土・日・祭日を除く）

Menu
前回のメニュー（最新
式ガスコンロの便利な機
能を使い料理します）

飯能市には約2,300ヵ所の集積所があります。毎日回収作業をして
いただくことで私達は快適な日々を送ることができます。飯能市環境
部廃棄物対策課・飯能市クリーンセンターの方に現在のごみの状況
をお聞きしました。

①ペットボトルの切り口を
補強してください。

②生ごみの入った水切り
ネットをペットボトルの
穴に通します。

③ギューと絞ります。

生ごみの重量のうち約80％を水分が占めています。生ごみの水
分を十分切ってから出すことで、ごみの減量ができるそうです。
また、水分が多いと嫌なにおいの元となるだけでなく焼却のた
めの費用と時間もかかってしまうそうです。

説明会に参加し、当社料理教室でもごみを出す前のひと絞りを
心がけることにしました。ただ、生ごみの入ったネットを手で
絞ることにはかなり抵抗があります。そこでペットボトルを利
用した、手で直接触らなくても絞れる方法を教えていただいた
ので活用しています。とても簡単に作れますので皆さんもぜひ
お試しください。

鶏肉のオーブン焼き

（ダッチオー
ブン）

お赤飯

冷凍コロッケ

焼き魚

グリルでトースト

焼ナス

クレープ



グリルでダッチオーブン
100メニュー

ブックプレゼント 抽選で2名様にプレゼント！
応募方法は最終ページにあります。
ダッチオーブン料理本
プレゼント係まで

ダッチオーブンを極めて素材まるごと味わおう
メーンディッシュ・スープ・パン・お菓子など合わせて100レシピ掲載

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。

　　　　お便りコーナーがとても好きです。お客様

の色々な日頃の出来事がとても"にっこり"嬉しい

気分になります。まちがいさがしは孫ととり合い

になっています。

　岩渕　K様　

　　　　東日本大震災の庁舎の写真は津波のすごさ

を改めて感じさせられました。DIYをしよう！の

コーナーを見て、ウッドデッキ作りはちょっと無

理でもガーデニングの棚でも作って見ようかなと

思いました。

　本町　K様　

　　　　ボンベ配送に来られる方の礼儀の正しい態

度にいつも感心させられます。お礼を申し上げま

す。他のガス屋さんからの声掛けにも応じないの

もこの一点が大きいです。上の方の教育も行き届

いているのではないでしょうか。

　飯能　N様　

★とても温かいお言葉をいただきありがとうご

ざいます。

★ガーデニングの棚作り、完成したらエコくら

ぶまで写真を送って下さい。

★エコくらぶでは、飯能

市の素敵な場所やお店

をご紹介しています。

次回もお楽しみに！

★お魚以外にも、お肉や焼いもな
ど色々な調理が出来ます。ぜひ
チャレンジしてみて下さい。

★月に1回吉田先生の
スイーツ教室があり
ます。また、遊びに
来て下さい。

★かわいいお孫さんと
まちがいさがしは楽
しそうですね。

　　　　６年前の夏休みに親子で参加した料理教室

の先生が吉田恵里先生でした。エコくらぶで吉田

先生の紹介を見てとても懐かしく思いました。

　柳町　匿名希望　

　　　　秋のガス展でビルトインコンロを購入し

ました。魚を焼くにもオート式なのでとても便

利です。

　美杉台　H様　

　　 ４月から飯能市へ移住して『エコくらぶ』を初

めて見ました。地域の情報が分かり新たな発見につ

ながれば嬉しいです。次回も楽しみにしています。

美杉台　H様　

★グリルでダッチオーブン100メニュー
★定価1,575円（ダッチオーブン専用のレシピ本です）
★制作：株式会社ハーマン

自分のスマホで本棚のマークにタッチするだけで、テーマに合わせた様々な情報や
便利機能が♪詳しくは図書館で使ってみよう！

　皆さんご存じかと思いますが、７月１日、新しい飯能市立
図書館が天覧山のふもと、山手町にオープンいたしました。
地元産木材である西川材を多く使用して、木の薫り漂う大空
間、屋根には大容量の太陽光発電設備を設置した、自然に優
しい市民の憩いの場が誕生いたしました。
　そんな素敵な新図書館の環境作りに当社もチョットお手伝
い♪空調に環境に優しい天然ガスをご採用いただきました。
　着工当初から現場で汗だくになってた私にとっても待ちに
待ったオープンでした〜♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　（社員Ｙ）　

新市立図書館オープン
空調に当社天然ガスをご採用いただきました！

皆さまこんにちは♪
市内産の西川材を随所に用いた落ち着いた外観の建物の中では、次のようなハイテクを駆使した最新のサービスを提供しています。
①タブレット型パソコンの貸出
館内全域でインターネットの閲覧ができるタブレット型パソコンを４台貸出しています。
②オンラインデータベースの開放
百科事典、法令・判例、官報、新聞、雑誌記事を検索できるオンラインデータベース用パソコンを設置しています。
③音楽配信サービスの導入
ご自宅のパソコンからインターネットで約６万点の楽曲を聴くことができる音楽配信サービスを利用できます。
④スマートフォンを使った情報検索システム（カーリルタッチ）
スマートフォン（ｉ Phone を除く）で本棚の IC タグを読取ることで本の検索ができるシステムを全国で初めて導入しました。

天井にストライプ状に貼られた、㈱サカモトさんの天
然木壁紙『ウッドピール』。天然木を特殊技術で極薄化。
クロス貼り感覚で壁、天井に施工でき、手軽さやデザ
イン性の高さが大好評 !! 一般のお家でも施工でき、貼っ
たその日からお部屋が木の薫りに包まれて、リラクゼー
ションが始ります♪図書館から歩いて５～６分くらい
のところにサカモトさんのショールームがありますの
でぜひお立ち寄り下さい。

電気式のエアコンに比べ電気の使用が90％以上抑えら
れるエアコン、GHP（ガスヒートポンプ）エアコン。

大空間を快適にする為に空調用の温水や冷水を作っ
てくれる吸収式ガス冷温水機。

こんなところで天然ガスが使われてマス(*^^)v

飯能市立図書館には
西川材が使われています。

祝！林野庁長官賞受賞

無料
でつ

かえ
る

スマ
ホア

プリ
！ カーリルタッチ

館長さ
んに新

図書館
のPRを

お願い
しまし

た！

建物の主要な部分に西川材を使用していて木のい
い薫りがします。陽の光をふんだんにとりこむ大空
間。様々な読書コーナーや座席を設置し、利用者に
とって快適な空間になっています。

館長の湯川様

皆様のご利用を
お待ちして
おります♪



　

　小型湯沸器やガスストーブをご使用のみなさまへ

次回の発行は平成26年4月頃の予定です。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7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。

ご使用中は、必ず換気 をしてください。
ガスが燃えるには、新鮮な空気が必要です。換気が不
十分な状態で使用すると、不完全燃焼による一酸化炭
素（CO）中毒を起こし、死亡事故にいたる恐れがあり
ます。小型湯沸器やガスストーブなどのガス器具を室
内でご使用の際は、必ず換気をしてください。

●ガスストーブをご使用になるときは、必ず30分に1回程度窓を開けて換気をしてください。

秋のがスまつり 2013 秋のガスまつり 2013

異常を感じたら使用を中止して
ご連絡ください。 ♦♦♦♦♦♦ ☎ 042-973-2768 西武ガス（株）

供給保安グループまで

ワンタッチで背の低い方でも、
簡単に取り外しできます！

前回のクイズ答え
�応募総数 108通、正解
96通、正解率89%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。

レンジフードとコンロが連動

　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、図書カードの発送をもってかえさせていただきます。

❶ ❷

～ ういろう モ ド キ ～
ユヌポーズ ①�全部の材料をお鍋に入れます。泡立て器で混ぜます。

※ダマが出来ないように、ていねいに混ぜておきま

しょう！！

②�お鍋を中火にかけます。泡立て器でよくかき混ぜて

下さい。2～3分すると周りから段々 固くなってきま

す。中火から弱火へ。

※生地が泡立て器にくっつき、混ぜにくくなるので、

ゴムベラへ変えて下さい。

③�弱火にして５～８分位すると、生地が固まってきます。

（目安として‘こしあん’位の固さ）

④型へ移し、粗熱をとったら冷蔵庫で冷やします。

　（１～２時間）
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
小豆缶を加えてみたり、食紅で色を付けてみたりアレ
ンジは色々 ！！�

小麦粉…………………………………………100g

砂糖……………………………………………100g

水…………………………………………… 300㏄

作り方

材料

応募方法

宛　　先

締　　切 10月31日

作動イメージ 火力に合わせて風量もオートコントロール。必要な時、
必要な風量で作動する、安心でエコなレンジフードです。

お掃除が面倒だったフィルターをなくしました。
ハイパークリーンコート仕上げで油汚れを効率よく

『ベルマウス一体化オイルトレー』に集めます。
お掃除はサッと洗い流すだけ！

※［想定条件］電気代単価：22円/kWh、運転時間：2410時間/年 （6.6時間/日） AirPROカタログ参照

こだわりと工夫をちりばめて
ラクラクお手入れを実現！

ちょっとひと工夫　※写真中･･･抹茶小さじ１を材料に追加　※写真右･･･砂糖の代わりに‘きび砂糖’を使用

ガスを安全にお使いいただくために！

�①すべてのガス機器を止めます。
（メーターの元栓は閉めない）�

��②�メーターの復帰ボタンのキャッ
プを外します。
（プロパンガス用メーターにはキャッ
プはありません）�

�③�復帰ボタンを奥まで強く押して、
すぐに指を離す。
　�（復帰ボタンのキャップを元に戻し
ます）

�④約３分待つ。
　（�マイコンメーターがガスもれがな
いか3分確認します）

⑤3分経過後、赤ランプの点滅が
　消えていれば、ガスが使えます。

マイコンメーターは、次のような場合にガスを
しゃ断します（赤ランプが点滅します）

マイコンメーターでガスが止まったときの《復帰の手順》

●地震　●多量のガス漏れ　●ガスの圧力低下
●機器の長時間使用（お湯の沸かしすぎや鍋の焦げるの
を防止するものではありません）

ガス漏れの疑いもありますので、ガス臭くないか十分確認してください。
ガス臭いとき、正常に復帰しないときは、当社までご連絡ください。

ECOエコ

年間約5,250円も電気代を削減

消費電力
従来品の64%省エネ

高性能のDC駆動モーター
消費電力はわずか6.5W
従来品の83%省エネ

省エネ・超寿命のLED照明

LED照明とDC駆動モーターの組み合わせで
※

高い省エネ性を実現

旧式レンジフードからの取り替え

Before
油汚れでギトギトの
レンジフードは
お掃除が大変！

秋になると家で過ごす時間も増えてく

る季節です。そんな時にお手軽な〜う

いろうモドキ〜はいかがでしょうか！？

飯能市にお住まいの
横川さまより
レシピをいただき
ました。


