
                   白と青の爽やかな外観が印象的な「Cafe fuWAri」は、飯能駅北口から徒歩
5分のところにあります。オシャレで可愛くてふわりとした雰囲気の店内です。

体にやさしい食材で手作りされたお料理とスイーツはどれもおすすめです。
中でも、天然酵母のもちもちパン、野菜たっぷりのキッシュは後を引く美味しさ！（お
かわりした～い）キッシュの中身は日替わりなので、毎日通いたくなります♪
メニューは自家製パスタやパンケーキセットの他、ドリンクも充実していて、特に
人気のラテは可愛らしいアートも楽しみの１つです。ぜひ注文してみてください。

▼ランチセット（キッシュ） ￥850-

▲チーズケーキ￥400-

カフェラテ￥400-

▲

お子様と一緒に楽しめる
美味しい食事とスイーツ、コーヒーのお店

Cafe fuWAri

今回はこの3品をいただきました♪

お得なスイーツ
＆ドリンクセットも
あります。

営業時間　月曜日～土曜日
11：00 ～ 18：00

定 休 日　日曜日
住　　所　飯能市東町18-8
電　　話　042-978-7545
駐 車 場　コインパーキングを利
用していただき800円以上の飲食
で会計から200円割引
Twitter　@Cafe_fuWAri
Facebook Cafe fuWAri
http://a011w.broada.jp/cafefuWAri/

雑貨の販売も
しています♪

2014年5月31日（土）・6月1日（日）
AM10:00〜PM4:30（両日共）

働く車と一緒に
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
●ショベルカーなどふわふわ

遊具

み
ん
な

あ
つ
ま
れ
！

BOXティッ
シュプレゼ

ント招待状ご
持参の方

に限り

ご招待状
は

5月3日～
16日の間

にお届け
致します

がやって来る！

★ホルモン焼

★壱之蔵

★中山茶屋

★さといもコロッケ

今年も、社員が種から育てた「あさがお」「ふうせんかずら」など
緑のカーテン苗をプレゼントいたします。

Cafe fuWAri

飯能駅

東飯能駅

SHIDAX

みずほ銀行

河合塾

R299
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豊かで潤いのある暮らし

▲マリンカラーが目印の外観

▲やわらかな陽射しがさし込む店内

店擬模 種類豊富！

食べ物の

飯能の人気のお店

サクサクのキッシュ
中身は目玉焼き、
トマト、ベーコン、
野菜がたっぷり！

ラテアート
体験会も
行っています。

ベイクドだけど
レアのような
なめらかで
やわらか～ぃ♥

　テイクアウトできるので、お家でも
「Cafe fuWAri」の味が楽しめます♬

（ふわり）

小さめですが Kidsスペース 有



大規模災害発生時における物資調達等に関する協定を締結しました。

子供たちが初めて料理をした
コンロなので想い出もたくさ
ん。毎日 4 人分の食事作り
を支えてくれました。大事に
使ってきたので悲しいです。

お料理教室からのお知らせ

無線の点検♪
基地局にて各現場の社
員へ点検確認指令!!!

料理教室にも参加♪
男前の細川さんは
奥様方に大人気♡

K様宅
訪問

「ガラストップもまだ綺麗だし...」と
思っていたら...（こんなに汚いなんて！）

「やっぱり買って良かった！」
毎日のお料理が楽しくなりそう！

ご協力いただきましたK様、本当にありがとうございました。

に伴うガス料金の変更について『消費税率改正』
『環境税額改正』重要

平成26年４月１日から『消費税率の改正』および『地球温暖化対策のための税における石油石炭税の
税額改正』に伴い、ガス料金を変更させていただきます。

検針時期について
検針時期につきましては毎月お
届けしている検針票、『ガスご使
用量のお知らせ』でご確認くだ
さい。
引越しや新築のお客様
引越しや新築などで、ご使用開
始が４月１日～４月検針日のお
客さまは４月分料金から８％が
適用されます。

石油石炭税の税額改正においても同様の変更方法で準備をすすめております。金額的には都市ガスで
１㎥あたり＋0.18 円程度となる予定です。

消費税率改正時のイメージ

4月分料金

5％
5月分料金

8％

4月分ご使用期間 5月分ご使用期間

4月1日
消費税改正日

▼
3月

検針日
4月

検針日
5月

検針日

料理教室に参加♪
初めてのダッチオーブ
ンを使って料理をつく
りました♪

会社の駐車場でガス
配管の加工♪初めて
見る機械に悪戦苦
闘!???

４月より当社にも新入社員が
はいりました。現在訓練学校
でガスの知識を勉強中。
早く皆様のお役に立てるよう
奮闘しております!!!　

佐々木　真音（18歳）

飯能第一中学校の生徒さんも２人、３日間の職場体
験にきてくれました♪

３日間楽しんでいただけたでしょうか？？
ガス屋さんもいろんな仕事があるでしょ！？

来年は細川さんもガス屋さんでしょうか？
細川さんの将来に少しでもお役に立てたら幸いです♪

新入社員がはいりました♪

飯能市中学
生

職場体験チャレンジ

駿河台大学
地域インターンシップ

４月１日を境とした日割り計算は行いません

インターンシップ報告会より（抜粋）

私が今回インターンシップを受講した理由は、明確な
目標がなく始まる就職活動に不安を抱いていたからで
す。地域に密着していて人の為になる職業に就きたい
と思っており、その中で『お客様の生活に欠かせない、
ガス供給に関わる仕事です。』というワードにひかれ
西武ガスを志望しました。

（中略）
実習を振返ってみると、実習当初、緊張してうまく指
示通りに従うことができなかった私に、社員の方達は
とても親切にそして真剣に接してくださり、緊張がほ
ぐれて実習に集中できるようになったのを覚えていま
す。その後も、実際の仕事の実態について、一つ一つ
丁寧に説明・アドバイスをいただき、実習がとてもや
りやすくなりました。おかげさまで、学ぶ楽しさ、仕
事の面白さを実感することができました。また、たく
さんの方から私の就職活動に向けてのアドバイスをし
ていただき勉強にもなりました。第一に志望する職種
が決まり、これらの経験を活かし自分が目指す社会人
像に近づけるようにしていきたいと思います。
最後に、お忙しいなか、貴重な体験をさせていただい
た西武ガスの皆さま、本当にありがとうございました。

法学部　細川拓哉さん

荒木志音さん　佐藤郁成さん

駿河台大学の学生さんが２週間の就業体験に励みま
した。

（左から）営業部長 平井孝男　社長 加藤正幸
飯能警察署長 　原敏幸様　副署長 小林修三様

料理教室
当社スタッフ 訪問レポートお客様宅

へ

そんな疑問に答えるためガスコンロを取替作業するお宅へお邪魔してきました。今回取
材に応じていただいたのは、リンナイのデリシアを設置されたＫさん。Ｋさんは、当社
お料理教室（最新式コンロ体験）に参加されて新型デリシアがとても気に入られました。

壊れた訳ではなかったし、ガラストップ
はまだ綺麗。家族からは「もったいない」
と ... 贅沢な買い物だし ...
悩むこと数カ月
家族には自分で買うという条件付きで。

当社は、平成 26 年２月 25 日飯能警察署と大震災等の大規模災害時
における物資の調達、貸与に関して協定を締結しました。これは、地
元飯能警察署から必要な物資の要請を受けた場合、災害応急対策を円
滑に遂行できるよう速やかに物的支援を
行うことを目的としたものです。地域社
会を安心安全に守っていただけるよう微
力ながらお手伝いさせていただきます。

新築の家のコンロみたいになりました。
念願のダッチオーブン料理もできるし ...
今まで以上に大事にします。

サビ・焦げ付きがこんなことに
なっていました！

『コンロを取替えるとしたらキッチンがしばらく使えなくなるの？』
『コンロの周りが散らかっていてガス屋さんに見られたら恥ずかしいわ』

当社アンケートより
ガスコンロの取替えでこんな悩みありませんか？

当社お料理教室講座の中に【ワンコインコンロ体験教
室】【ワンコインダッチオーブン教室】という講座があ
ります。ビルトインコンロをご検討している方は、
お越しいただきご自身で最新のガスコンロでお料理
をしてみませんか？

4月からのお料理教室のパンフレットおよび配布方法
が変更になりました。パンフレットをご希望の方は
ウｲズガス料理教室まで。

ついに買っちゃいました。（笑）

➡

受付電話

受付時間
042-973-6600
9時～17時（土、日、祝日を除く）

作業時間約50分後

私たち西武ガスは地域の企業として社会貢献に努めています。



Vol.25 で紹介させていただいた『ＤＩＹをしよう !！』の
第２弾♪日曜大工が趣味の当社社員 Y。前回は土日返上の
ウッドデッキの製作工程を紹介しましたが、今回は他の作
品（??）の一部をご紹介♪

あそぼ…

ダメ！

DIYをしよう!!
Do it yourself

2その

余った切端で作った椅子。10分位
で作りました。さくらと遊ぶ時や、
草むしり等、想像以上に重宝して
ます。コストパフォーマンス№１
作品です。

DIY『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。他人から見れば
ガラクタみたいなものかもしれませんが、自分が必要と思う物を自分で作ってみるのも楽
しいものですよ♪ちょっとしたものからでもいいので皆さまもＤＩＹを始めてみてはいか
がでしょうか？
ちなみにウッドデッキのような気合入ったものをサラリーマンがやると、私の様に数ヶ月
の休日がそれに費やされるので覚悟が必要です…(笑)

　　　　私もゴミ減量リサイクル推進説明会に参

加しました。水切りが大切ということをここで

はじめて知ることができました。エコくらぶで

ご紹介されたペットボトルを再利用した水切り

もぜひ使ってみようと思いました。

　中居　　Ｓ様　

愛犬『さくら』のこだわ
りの犬小屋。
かじっても大丈夫なよ
うに木材はすべて無垢
材を使用、屋根以外の
塗装には柿渋を使用し
ました。
床は小屋と分離するの
で洗うのも簡単♪
両サイドの小窓を外す
と金属製の網戸になっ
ていて通気性抜群です!!

さくらを庭に放す時に
玄関側に行けないよう
に作ったゲート。
ちっちゃい頃は脱走を
試みて、よく隙間にハ
マって泣いていました
…(^_ ;̂)

『家にもう一つ出入口が欲しいな～』って
ことでつくりました。
外壁を一部破壊して下に鉄筋コンクリー
トの基礎を作り補強。門扉も切断したフェ
ンスを再利用してみました。今では正規
の出入口を使うのは来客時のみです…。

『ガスまつり』でお客さまに浸かっ
て頂いている、かけ流しの足湯。
こちらは社員２人で仕事の合間に
作製しました。浴槽部には杉の木
を使用しています♪
見た目はシンプルですが防水など
えらい苦労しました…。完成した
あとの二人の会話は『二度と作りた
くない…』(笑)

ガスまつり、皆さまぜひ来て下さ
いネ～♪♪

弓道が趣味の父親に頼まれて
作った、弓道用の姿見鏡と巻藁
台です。
正規に購入すると巻藁を除いて
も10万円以上…。通信販売で
鏡のみ7,500円で購入、後は安
い木材を使って適当に作製しま
した♪総製作費１万２千円なり
(*^^)v

庭の階段下のデッドスペースに
棚を作製しました。
庭仕事用の道具や使っていない
植木鉢などの整理に活躍してい
ます♪
作製中は近所の子供がよじ登っ
て、よく邪魔されたなぁ ･･･。

　　　　ガスの件でお電話をしますとすぐ来てくれ

て本当に助かります。毎年頂くカレンダーは字が

大きくて、使いやすくとても重宝しています。私

は西武ガスさんが大好きです。

　横手　　Ｋ様　

心温かいお便り

ありがとうございます。

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。

　　 新聞紙を１枚開き、横長に4 ～５回折ってＵ

字形にすれば、家具の隙間用ホコリ受けに。

ホコリやゴミがたまったら、新聞紙をとりかえるだ

けです。　

双柳　　Ｋ様　

　　　　魚を焼くと掃除が面倒であまり食べたくな

いという話をよく聞きます。我が家ではキッチン

に使い捨てのボロ布をおいていつもすぐに拭いて

います。古くなったタオルなどそのまま捨てず再

利用してエコを心がけています。

　稲荷町　　Ａ様　

　　　　カップめん容器に熱湯でエコ温泉卵をご紹

介します。カップめん容器の空き容器に卵を入れ、

完全につかるまで熱湯を注ぎます。あとは蓋をし

て10分待つだけ。わざわ

ざコンロに鍋をかけなく

ても、とろ～りとした温

泉卵ができます。

　エコくらぶ大好き様　
ガスコンロはいつも綺麗にしておきたいですね。

小さな積み重ねが大事ですね。

アイスノンは高熱の時しか使用するものではない

と思っていました。参考になりました。

毎年6月に開催されていて数多くの

飯能市民の方が参加されています。

本当にホコリがたまって

いました。よい知恵ですね。

　　　　エコくらぶ楽しく読ませていただいていま

す。スイッチ1つで「お風呂が沸きました」と教え

てくれるなんて私の子供の頃を思うと夢のよう

なありがたいことです。給湯器の微かなぬくもり

をもとめてどこかののら

猫が今日も暖をもとめて

やってくるでしょう。

　中山　　Ｆ様　

　　 今年もまた暑い夏が近づいています。昨年寝

苦しい夜には、血管が集中している

脇の下や足の付け根にアイスノン等を当てて冷やし

て効率よく体温を下げ、夏バテを解消しました。　

飯能　　Ｋ様　

さくら0歳



　

　　　

ガス器具を12年以上お使いのお客様へ

放送日 火・木 14：10 ～
20：10 ～

日 14：10 ～
19：10 ～

次回の発行は平成26年9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に
　○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。

前回のクイズ答え
�応募総数 89通、正解72
通、正解率80%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。

ビルトインコンロがさらに便利に！

　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26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

ユヌポーズ ①�生姜はすりおろす。オレンジは輪切りに。

②�お鍋に①�の材料と、はちみつ・砂糖を入れ

　中火にかけます。焦がさないようにしましょう。

※小さいお鍋では弱火にするなど、火加減に

　注意して下さい。

③�煮こんで水分が出てきたら、火をとめる。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

・夏は炭酸と氷で割って！冬はお湯で割って！！

　アレンジいろいろ！

・ゼラチンを入れて"ジュレ風"にもアレンジ！

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

オレンジ …………………………………………1個

生姜………………………………………………1片

はちみつ…………………………………… 大さじ2

砂糖……………………………………… 大さじ１

作り方

材料

応募方法

宛　　先

締　　切 5月10日

「麺ゆで機能」・「ゆでもの機能」ふた
つの機能ができました！ふきこぼれが
ないので、ゆで調理をしながら、他の
お料理を作っていても安心です！

火力を自動調節して吹きこぼれを防ぎながら麺を茹であげます。ムダな
火力を使わずに省エネ！

お引越しなどにより、「ガスの使用を開始す
る」 「ガスの使用を中止する」場合は、お客
様の立ち会いが必要です。
これからのお引越しシーズンは特に混み合い
ますので、日程が決まりましたらお早めにご
連絡下さい。

飯能日高テレビで放送中の【楽しく
ボナペティ】をご覧になった事はあ
りますか！？埼玉県Ｓ級グルメにも
選ばれた〚駿河屋〛木村シェフによ
るお料理番組です。「ご家庭で簡単
につくれるフランス料理・ヨーロッ
パ料理」 をテーマに、毎週さまざま
なお料理を紹介しています。西武ガ
スＣｏｏｋｉｎｇスタジオで撮影を行っ
ており、スタジオ内は美味しい香り
がいっぱいに広がります♪

♦インターネット　♦電話
♦ショールーム窓口のいずれかの方法でお願
いいたします。

麺をゆでても吹きこぼれない「麺ゆで機能」

安心＆省エネ 1

～ ジンジャーオレンジジュース ～

必要な火力に自動調節して沸騰状態を保ちます。根菜などゆでる際に便
利！しかも省エネ！

火力を自動調節して沸騰状態を保つ「ゆでもの機能」

安心＆省エネ 2

身近なエネルギー「ガス」を安全にお使いいただくための情報コーナーです。
知って安心！知って省エネ！

家庭用ガス器具の平均寿命は10年位と言われています。
西武ガスでは、製造後12年を目安にお客様へ「経年チラシ」
をお配りしております。更新時期の目安にして下さい。

お ね が い

お引越しの際の手続き

お申し込みは

♦インターネット
♦電話　☎ 042-973-2768
♦窓口　飯能市双柳 373-15

西武ガス 検索

「開始/中止」の作業は土日・祝祭日もお伺い致します。

ただいま放送中

夏はアイスで、冬はホットで！いつで
も楽しめる、身体にやさしいジュース！
家族それぞれのお好きな飲み方で
グィーといっちゃってください！

日高市にお住ま
いの木村さまよ
りレシピをいた
だきました。


