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第10回 森と住まいの木づかいフェスティバル
場所：飯能市役所

10/21日午前10時～午後2時半まで

場所：健康センター

第34回 は ん の う 健 康 ま つ り

会場場所

西武ガス

巡回バス時刻等お問い合わせは、森と住まいの木づかいフェスティバル実行委員会
事務局(柏屋商事内）
電話042-973-2351まで

ショベルカーを
操縦して
何個とれるかな ?

の
くい
ルす
ボー

※雨天の場合は室内で行います。

10/21日午前10時～午後4時まで

駐車場に限りがある為、巡回バス(飯能駅～東飯能駅～市役所会場)を
ご利用下さい。

パー
スー
えた
を変
常識

AM10 : 00〜PM 4 : 30
イルカの海の
ふわふわがやってくる！

13,500部

21日
（日）
は市役所通り３ヵ所で楽しいイベント会場を回ろう

秋のガスまつり

・21日
（日）
10月20日（土）

発行数

模擬店・ガスまつりに遊びにおいでよ

株式会社梨木建設

大好評!!
カフェ フワリ キッシュ他

ラポッシェ ケーキ・洋菓子

中山茶屋 和菓子

ま・いける クレープ

ねこあつめ
スタンプラリー開催

乗

アンペル 手作りパン

重機展示

久保田工務店 お子様木工教室

ガスも電気もおまかせください！

西武ガスでんき

セット にしてみませんか？
かかりません♪
ガス＋電気＝ 割引 契約・解約手数料
契約期間制約 ありません♪
※

手続きかんたん
参考例♪

真を撮ろう
写
って

月々の電気代にお悩みの方は必見！

まずは比べて
みて下さい！

例えば…エアコンをよく使う、家族が４人以上、
日中在宅が多い、ペットを飼っている、など

！
いね

現在の電気料金との比較ができます！
電気の検針票をご用意の上、ご連絡ください！

い

※西武ガスでんきの契約・解約
に関して手数料はかかりません。
※西武ガスでんきに切り替えて
いただいた場合、現在ご契約の
電力会社に支払う解約手数料が
かかる場合がございます。

当社ホームページからも
試算できます。
西武ガス

西武ガスホームページ
http://seibugas.com/

申込書にご記入いただくだけです。電気の検針票をご用意の上、お電話ください。

●セット割引適用条件：当社ガスのご契約者で、ガスと電気の「ご使用場所」
「ご契約名義」
「料金振替口座」が全て同じである方に適用し、電気代からさらに税込270円/月を値引きいたします。

『西武ガスでんき』に切替えていただいて、

電気代がお得になったお客さまをちょっとご紹介♪
参考例♪ 『西武ガスでんき』に切替えていただいて、電気代がお得になったお客さまをちょっとご紹介♪
◇西武ガスでんき
ずっとも電気１（旧契約：Ｔ社
 旧契約：Ｔ社 従量電灯Ｂ  ご使用期間：年月分～年月分 
従量電灯Ｂ / ご使用期間：2017 年 8 月分～ 2018 年 7 月分）
◇西武ガスでんき ずっとも電気１
双柳Ｉ様
契約電力
年間使用量

 Ａ
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当社年間請求額  円
旧契約計算
年間お得額♪

 円



円お得♪

芦苅場Ｓ様
 Ａ
 N:K

原市場Ｋ様
 Ａ
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笠縫Ｙ様

中居Ｙ様

 Ａ

 Ａ

 N:K

 N:K

坂石町分Ｔ様
 Ａ
 N:K
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 円
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 円
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円お得♪



円お得♪



円お得♪



円お得♪



円お得♪

西武ガス
ガス・電気セット割り
円月 税込 含む

Ｔ社
口座振替割引
円月 税込 含む

西武ガスは、東京ガス㈱の取次店としてお客さまに電気を販売いたします。（小売電気事業者：東京ガス株式会社 / 登録番号 A0064）
●メリットが出たお客さまの一例です。お客さまの現在の契約や使用状況によってはメリットが出ない場合もありますのでご了承ください。
●請求額は、毎月変動する燃料調整額や再生エネルギー発電促進賦課金、消費税、ガス＋電気セット割（税込-270円/月）も含めた実際の請求額です。
●旧契約計算額も燃料調整額・再エネ賦課金・消費税を含み、口座振替割引（税込-54円）を含めた額です。上記お客さまの旧契約は全員一般家庭向けの
「T社 従量電灯B」
契約で、契約電力の変更はありません。
●特に記載がない場合は税込表記とします。

四季折々の美しい景観が楽しめる
オープンカフェ

飯能の人気のお店

ロックガーデンカフェ
国道299号沿いにある家庭的な雰囲気のカフェです。ハ
イキングコースの
「子の権現」の入山口にもあたるのでハイ
カーやツーリングの途中に立寄るお客さまも多く、眺めの
良いテラス席も賑わっています。自然の岩を活かしたロッ
クガーデンと揚げたてあつあつのカレーパンが大評判です。
他にもホットドック、ベーグルサンドが人気です。たっぷ
りサラダ＆フライドポテトのプレートを注文するのがお勧
め！！ (各プレートのご注文でコーヒーが一杯200円(税込)
になります)

一見すると普通の住宅のようです。市街地から
車で30分ほどで到着。

見た目
以
ボリュ 上に
ームが
ありま
す。

ホットドック
プレート
750円（税込）

評判

あつ
）
てあつ
揚げた ン150円（税込
パ
カレー

たっぷりサラダは
彩りよく野菜不足
解消で嬉しい♪

クリームチーズたっぷり
ベーグルサンドプレート
750円（税込）

トも
ドポテ
フライ パイシー
ス
人気！
しい！！
美
で 味

西吾野
吾野小学校

文 吾野公民館

ロックガーデン
カフェ

9号
29

飯能市吾野493-1
042-978-1243
11:00 ～日暮れまで
水・木・金曜日 ただし第1・第3水曜日は
「日だまりカフェ」として営業しています。
駐 車 場 2 ヵ所・お店向かい 5台・お店の裏 5台
☆西武秩父線 西吾野駅より徒歩10分ほど
住
所
T E L
営業時間
定 休 日

ホッケーのまち 飯能

穏やかな日差しが気持ち良いテラス席

自治会館

ロックガーデンカフェ
開放感のある大きな窓。季節の
花やハーブを見ながらゆったり
と軽食が楽しめます。

裏の駐車場からお店まで
↙このような遊歩道が出
来 て い ま す よ。 さ ら に
ロックガーデンへと奥に
続いているので散策して
みてはいかがですか。

⬇

父線
西武秩

当社の新しい仲間を紹介します

「飯能高校女子ホッケー部」のご紹介

安達 将太郎 (23歳)

営業部
お客様サービスグループ
所属

飯能高校女子ホッケー部はこれまでに何度もインターハイに
出場をしているホッケー強豪校です。今年もインターハイ出
場をかけ関東大会が行われました。

今年4月に入社しまし
関東大会試合結果

一回戦 vs 成城学園（東京）８－０
準決勝 vs 巨摩高校（山梨）１－１ ＳＯ４－３
決 勝 vs 今市高校（栃木）１－１ ＳＯ３－２

優

勝

関東で初の１位となった飯能高校ホッ
ケー部！
！ 7月28日から島根県で行われ
たインターハイへ出場しました。
インターハイ試合結果
7/28 一回戦 VS 高松東高校（香川）1-0
7/29 二回戦 VS 丹 生 高 校（福井）0-6

6
ベスト1

た安達将太郎です。３ヵ
月の研修を終え、営業部
お客様サービスグループに所属しました。趣味はプロ
野球を観戦することで、球場に足を運んでビールを飲
むのが好きです。ガスの知識を身につけて、一人前に
なれるように精進していきます。

私は生まれも育ち

も飯能なので、地域密着の地元企業で皆さまに貢献で
きるよう精一杯頑張りますので、よろしくお願いいた
します。

橋沼 真帆 (20歳)

総務部
総務グループ所属
ちふれASエルフェン埼玉
DF 背番号4
女子サッカーチーム
「ちふれASエルフェン埼
玉」に所属している橋沼真帆です。今年の2月から西武
ガスに勤務しています。平日は16時まで勤務し、そ
の後茜台のグラウンドで練習しています。

サッカー

でも仕事でも飯能市に貢献していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ちふれASエルフェン埼玉公式ページ
https://www.as-elfen.or.jp
さまざまなチーム情報発信中
ぜひチェックしてみて下さい。

飯能高校女子ホッケー部 !! 応援してね !

大河原工業団地の企業様ご紹介

エアー遊具

今回ご紹介させていただく、大河原工業団地の企業様
は、当社ガスまつりでもお馴染み、ふわふわ遊具を制作・
レンタルなどをされている㈱ピアニジュウイチ様です。
イルカ、テディ・ベアなどガスまつりで遊んでいただ
いたお子様もたくさんいるかと思います♪

未来に向けて、感動をもっと膨らまそう

株式会社ピアニジュウイチ様
バルーン造形 着ぐるみ・ぬいぐるみ
エアー遊具 トリックビジョン ®
フィギュア 3D デジタルワークス

ピアニジュウイチ様は熱気球・アドバルーンの製造メーカーとして1989年に設立。その後もものづくりにこだわり続け、ガスまつりでお世話になっている「ふわふわ遊具」以外にも
「リアルバルーン」
「着ぐるみ」の製作・レンタルをはじめ、FRPやスチロール造形、フィギュアなど様々な造形物を製作しています。長年培ってきた技術力と造形力の高さで、着ぐる
みの製作では国内トップのシェアを誇るそうです。そんな夢を形にする素敵な企業様がこの大河原工業団地にきてくださいました～♪♪♪

着ぐるみ

「ぴあにしき」

トリックビジョン ®

フィギュア

飯能市
イメージキャラクター

「夢馬」

「こにたろう」

たまにガスまつりに
遊びにきてくれます♪
会えた子たちは
ラッキー !?

ショールームの一角に展示してある
トリックビジョン。一見ただの歪ん
だ絵のようですが、 ある決まった
場所から見ると正しく見えます。人
が中に入って撮影するとまるで絵
の中に入っているような不思議な
「はなちゃん♂」 写真が撮れます。

我らが飯能市のアイドル「夢馬」! こちらもピアニジュウイチ様
の作品です♪ そして飯能市に引っ越してきてくれたピアニジュ
ウイチ様オリジナルキャラクター「こにたろう」と「ぴあにしき」
と
「はなちゃん♂」! !「ぴあにしき」の大きさや「はなちゃん♂」の
リアルさがもの凄いのですが、これも着ぐるみだそうです♪ エ
アー着ぐるみという、バルーン技術を応用したもので、本体に
送風機を装着し、本体を膨らませて使用します。一般的な着ぐ
るみに比べて軽量で暑さや息苦しさも減少、演者の数倍もある
ような大きさの着ぐるみも実現できるそうです！

の
業課
を
部営
ージ
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メ
様に
た♪
小澤
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バルーン造形

エコくらぶ掲載をお願いに伺った際、総務課長の内藤様に社内を色々とご案内いただきました。残念なが
ら撮影はNGとのことでしたが、事務所や作業場等には様々な特殊機材や専門スタッフの方がいらっしゃ
いました。３Dデータを作る360度カメラやそのデータを切出す３D切削機、数メートルはある素材をも
の凄い速さで縫製している方々、粘土を使いとても精巧な原型を作成している方々など、驚きの連続です。
また大手の有名会社ともたくさんの取引がある為、超有名アニメやゲームのキャラクター、イベントで使
用される巨大なバルーンなど、撮影NGがもどかしい(笑)作品も多く見受けられました♪見学中にすれ違う
スタッフの方々もすれ違う度に挨拶をしていただき、とても気持ちのいい、楽しそうな職場でした♪ピア
ニジュウイチ様の作品や社風等が気になる方はぜひホームページをご覧ください♪

エコくらぶ掲載のお願いに伺った際、
打合せの場としてご案内いただいたの
が、こだわりの社員食堂♪まるでカフェ
のようなお洒落な食堂で約 60 人位が
食事できるそうです！羨ましいっっ！

10cmの3Dフィギュアから あの超巨大モンスターま
で。技術、頭脳、体力をフル稼働させ日本全国、海外に
夢を発信しています。あの町でみかけたあの遊具、あの
テーマパークでみかけたあのキャラクター…じつはピア
21が作ったものかもしれません。そんな会社が飯能に
あるんです!!

営業部営業課
小澤 様

会社名：株式会社ピアニジュウイチ
本 社：飯能市茜台2-3-4
従業員数：約60名(パート含む)
ＴＥＬ：0120-86-2186
U R Ｌ：https://pier21.co.jp/

ピアニジュウイチの皆様、お忙しい中いろいろとありがとうございました♪
EASYCOOKINGの～グラタン皿を作ってみよう～

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。

地元のイベントや施設などがわかりやすく
書かれており興味を引き寄せられます。特に『ガ
ス屋さんの豆知識』では役立つことが書かれて
いて勉強になります。
美杉台 Ｋ様 13歳

ホッケーのまち飯能は良かったです。私も
ホッケーを習っているのでホッケーが取り上げら
れて嬉しかったです。ホッケーをやる人が増えた
らいいなと思います。私も増田選手みたいになり
たいです。
本町 Ｈ様

先日『ガス衣類乾燥機』を設置しました。い
つもお天気を気にしながらの洗濯でした。花粉
の季節も異常気象の時も何も心配することがな
く本当に助かっています。とにかくふんわりで
短時間！洗濯機と一緒の乾燥機能とは比べもの
になりません。
もっと早く設置すれば良かった！
悩んでいる方！是非オススメします。
稲荷町 Ａ様

いつもエコくらぶが届くのを楽しみにして
います。ガスまつりには家族、
祖父母と行きます。
我が家の毎年の楽しいイベントになっています。
娘もショベルカーなど色々な乗り物に乗れて嬉
しそうにしています。写真入りカレンダーも作っ
ていただきありがたいです。
美杉台 Ｎ様

紙面の記事は良いものと思います。区割りや
構成など発行までそれは大変と思います。これか
らも貴社の広報誌を楽しみにしています。
美杉台 Ｎ様

EASYCOOKINGのコーナーが好きです。グ
リルを使いこなせていないのでとても参考になり
ます。これからも色々なお料理を教えて下さい。
仲町 Ｋ様

①気に入った形の食器を選び、伏せておきます。
②お皿が隠れる大きさのアルミホイル、フライパン
ホイルシートを１枚ずつ準備します。
③（内側）フライパンホイル
シート（外側）アルミホイル
を二重に重ねて、皿の上に
乗せ密着させるように手で
押し当てます。
④皿の縁からはみ出た部分を 強度が増しますので
必ず丸めて下さい
外側から丸めて完成!!

※アルミホイルのみで皿を作る場
合は、
食材を入れる側面に バター
を薄く塗っておくと食材がくっつか
なくなります。

内側はフライパンホイルシート

室内でガス機器を使うときは換気を行っていますか？
ガスが燃えるには新鮮な空気が必要です。ガス機器
を使うときは、換気扇を回
す、窓を開けるなど必ず換
気をしましょう。燃焼する
ための空気（酸素）が不足す
るとガス機器が不完全燃焼
を起こし、一酸化炭素（CO）
中毒の原因になる恐れがあ
ります。

～節水編～
毎日使うキッチンの水栓、お風呂のシャワー、トイレ。普段何気なく使うものだから、使いながら
節約したくないですか？？ いつの間にか節約できる、最新の商品をご紹介します。

＊エコシングル水栓
従来

最新

＊節水シャワーヘッド

レバー真ん中でお湯が出ました。
使っていないつもりでも給湯器が着
火してガスの無駄に。。。

小さい穴タイプ

気泡タイプ
空気を混入して気泡を
含むことで、水量を減
らしても水の勢いを落
とさないで節水！
！

レバーの真ん中でカチッと切替！
無意識に真ん中で使っても給湯器
が着火しないので節ガス！
！

空気

空気

水道水

＊節水トイレ

トイレの洗浄に必要な水量を年代別に比較してみました。
1970 年代一般的機種 ➡
1990 年代一般的機種 ➡
2006 年以降一般的機種➡
2009 年タンクレス
➡
現在最新機種
➡

1 回の洗浄量
1 回の洗浄量
1 回の洗浄量
1 回の洗浄量
1 回の洗浄量

流量を抑えるために、シャワーヘッド
の孔の径を小さく、かつ数も少なく！
水の勢いはそのままなので、不便に感
じることもなく、自然に節水！
！

最新の節水便器は、
1970年代の13リッ
トル便器と比較し
た 場 合、50 ％ 以 上
の節水効果あり！

13 リットル
18 リットル
16 リットル
14.8 リットル
14.0 リットル前後

知ってる？？ ヒートショック！
皆さんはヒートショックって知ってますか？！一度くらいは耳にしたことがあるかもしれません。ヒートショックとはどのようなものなのでしょうか？
温度の急激な変化により、血圧が上下に大きく変動することによって起こる健康被害です。寒い季節には入浴中の急死が多発しています。ヒートショックが原因で年間約17,000人も
の方が亡くなっています。これは交通事故の3倍！
！なんとそのうちの約14,000人が高齢者です。では予防するにはどうしたらいいのでしょうか？

注意が必要なのは温度差です。
ヒートショックを予防するには？？
脱衣所や浴室へ暖房器具の設置をしましょう！
冷え込みやすい脱衣所や浴室を暖房で暖めることは効果的対策のひとつ
です。ガスの浴室暖房乾燥機なら 15 分ほどで浴室は約 35℃までぐん
ぐんアップ！ すぐに暖かくなり、ヒートショックを予防します。

15 分▶▶▶ 35℃

15 分▶▶▶ 35℃

、

材料（２人分）

グリルでグラタン

～アルミホイルで作る手作りグラタン皿で～

《作り方》

玉ねぎ ………………………………… 1/2個
バター ………………………………… 10g
しめじ ……………………………… 1/4パック

①玉ねぎを千切りする。フライパンで（中火）
バターを炒めしんなりしたらしめじ、シー
フードミックスを加え炒める。

冷凍シーフードミックス …………… 100g

②小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで混

（自然解凍し水気をよく切っておく）
小麦粉 ……………………………… 大さじ2
牛乳 …………………………………… 380ml
コンソメ顆粒………………………… 小さじ1
グラタン用マカロニ ………………… 50g

ぜ合わせる。
（焦げないように注意する）
③牛乳、コンソメ、マカロニを加える（マカロ
ニは戻さずそのまま入れる）
（味をみながら塩、コショウで調整する）
④軽く煮込んでとろみがでてきたら、グラタ

塩.コショウ …………………………… 適量
チーズ
（とろけるタイプ）…………… 適量

ン皿に入れる。チーズ、パン粉をかける。
⑤魚焼きグリルで6分（上下弱火） ※容器の大

パン粉 ………………………………… 適量
パセリ ……………………………………適量

図書カード
1,000円分を20名様に
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に
○印をつけ、キリトリ線で切り、はがきに貼って郵送してください。

❶

❷

きさによって多少時間は異なります。
※アルミホイルで作る手作りグラタン皿の作り方は
P3お客様の声コーナーにあります。

応募方法

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ください。

宛

先

〒357-0021 飯能市双柳373-15 西武ガス（株）クイズ係

締

切

2018年 10月10日
0
消印有効
当選者には（10月31日抽選）図書カードの発送をもってかえさせて
いただきます。

キリトリ線

前回のクイズ答え
応 募 総 数93通、正 解86
通、 正 解 率92%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。

次回の発行は2019年5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。はが
き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発送
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。

