
ガス衣類乾燥機
今年は長い梅雨が続きましたね・・・

部屋干しも・・・干す場所も限られてるし・・・生乾き臭※がしたりと、なにかと大変。
※生乾き臭(モラクセラ菌)をしないようにするには65℃の温風に10分間さらされると発育が抑制されます。

梅雨・雨の日はコインランドリーを使用した方も多かったかと思います。
洗濯物を車へ入れてひとっ走り・・・なかなかの手間ですよね。

そこで、ガス衣類乾燥機のご提案です。
新しく発売された8Kタイプは、約80分で乾燥します。

なんと1回のガス代がわずか79円※(都市ガス換算) 
※従量料金Bとして186.09円　0.4249㎥使用

さらに時間を選ばず好きな時に、お出かけの前だって乾燥できます♪
天日干しと同レベル除菌効果・花粉の季節・黄砂など気になる日のお洗濯も安心です。
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豊かで潤いのある暮らし

AM10:00〜PM4:30

NEWバージョン

ベランダ設置例
(雨保護カバー取り外し状態イメージ)

室内設置イメージ

毛布もシーツも
家で乾燥できちゃう

ガス衣類乾燥機洗濯乾燥機電気衣類乾燥機

ふっくら・ふんわり・触り心地に差が出ます。

巨大サッカーボール

2019年10月19日（土）・20日（日）
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★久保田工務店の
　木工教室

今回も
プレゼント！

★ねこあつめ
　スタンプラリー

大人気!!

模擬店

のガスまつり

夢馬パーツ配布するよ！
あそびに来てねー！

西武ガス本社に
遊びに来てね～！

飯能市イメージキャラクター夢馬
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20日（日）は3つのイベント会場を巡り、パーツを集めて
飯能市イメージキャラクター「夢馬」を完成させよう。
第11回森と住まいの木づかいフェスティバル
AM10:00 ～ PM4:00 場所：飯能市役所
第35回はんのう健康まつり
AM10:00 ～ PM1:00 場所：飯能福祉センター

雨天中止
小雨決行

社員の半数が愛用
大活躍中！

今年の

一押し商品



　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

草 風 庵

草 風 庵

蔵カフェ・古美術

蔵カフェ・古美術

住　　所
定 休 日
営業時間
T　E　L
駐 車 場

飯能市山手町４－１
月・木（日曜不定休）
12：30 － 18：00
070-3230-2385
有り

※季節により、果物・値段の変更があります。
草風庵

蔵カフェ・古美術

飯能駅

飯能駅前

東町

広小路

コンビニ

銀座通り

銀行

飯能河原
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間
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総務大臣から安全功労者受賞
飯能地方防火安全協会会長の加藤社長へ

火災予防活動に長年尽力

去る 7 月 11 日東京消防庁スクワール麹町で開かれた「令和元年度安全功労者・
消防功労者総務大臣表彰式」で、飯能地方防火安全協会の会長を務める加藤正
幸社長が安全功労者表彰を受賞しました。
飯能地方防火安全協会は飯能市内の 204 事業所が会員となり、事業所などでの
防火管理の強化や危険物の安全管理、市民に対する防火思想の普及啓発を図る
ために活動。消防署や消防団と連携し、屋内消火栓が設置されている市内の事
業所が参加して適切・迅速な消火技術を競う「屋内消火栓操法大会」を毎年主
催しているほか、幼稚園児が消防車の見学や地震体験などを通して火災・災害
予防への関心を高める「幼年消防クラブ」の支援、火災予防運動期間中に住宅
用火災警報器の設置促進を目的としたキャンペーン活動、独居高齢者宅への住
宅用火災警報器の無償設置などを推進しています。
加藤社長は、長年にわたり同協会の役員を務め、平成 10 年 6 月に副会長、平成
26 年 4 月に会長に就任し、火災予防活動や会の育成発展に尽力。今回の表彰に
ついて、「たまたま私が会長を務めており、会を構成する 204 事業所全体での
受賞と思っています。少子高齢化や核家族化で一人暮らしの高齢者世帯が増え
でおり、そうした世帯での火災や逃げ遅れを防げるよう住宅用火災警報器の設
置に重点を置いています。今後も火災が 1 件でも少なくなるよう、地域の安心
安全に努めて参ります」と話しています。

8月5日(月)当社料理教室にて「りそなキッズマネーアカデミー」が開催されま
した。当日は小学３,４年生の子供たちが「お金の流れ、役割、働くことの大
切さ」などをクイズやゲームを使い楽しく学習しました。当社ではその一環と
して「エコクッキング」を行いました。

マネーアカデミーキ ッ ズ

たとえ家族の名前言われても

STOP!!

飯能警察署042-972-0110

お金の話＝詐欺！！
サ ギ

いきなり電話で
お金の話 ???
家族のフリした
それ詐欺ですよ

振り込め詐欺！！

市場より直行の旬で新鮮な果物を使った
自家製スイーツと、こだわり珈琲のお店

ミックスフルーツタルト１カット￥450～

ノスタルジックに浸ることが出来、 そしてまた新しい発見が
できるお店でした。 みなさんも遊びに行ってみてください。

果の華氷（かのはなこおり）ミックス￥600- シャインマスカット・キウイ・いちじくがのった
ミックスフルーツタルトの他、沖縄パイン.マン
ゴー、桃・さくらんぼ、完熟マンゴーなど季節
の果物を盛りたくさん使ったタルトがありまし
た。秋冬のタルトも気になりますね～！！	

フルーツだけを四角く凍らせ、年代物のかき氷機
で薄く削った『果の華氷』人気の「ふわっとした」食
感が楽しめます。	 	

大通りから飯能河原に向かう道の途中に、明治時代の風情が
残された蔵カフェ『草風庵』があります。
店内はレトロな雰囲気でどこか温かく、穏やかな時間が流れています。
そんな中でいただいたのは、サクサクのクランブルがたっぷりのったタ
ルトと珈琲のセット。タルトは生地に馴染んだブルーベリーが味のアク
セント。丁寧に淹れられた珈琲は大正時代のカップでいただきました。
美味しさも２倍に！

飯能の人気のお店

苔玉・山野草も販売してます 富山県産手作り

苔もこうして見るとかわいいです～。 山葡萄のかごバックは丈夫で長持ち！

蓄音機でレコードを聴かせてもらいました。今ではなかなか
聴けない味のある音色は臨場感があり、まるでタイムスリッ
プしたように感じられました。

旬の果物で作る
フレッシュジュースも
おすすめです！

いちご ・ ブルーベ
リー

パイン ・ キウ
イ ・ バナナ

タルトと珈琲か紅茶のセットで注文すると50円
の割引をしてくれるのが嬉しい！！こちらのセット
は￥850-です。



子どもたちが大好きな絵本

　　　　　　　

『まるぼしクリーニング』様は令和2年春にはなんと創業70周年を迎えられます。代々
衣類に携わる家系で、創業者浅見庸夫様のお父様、浅吉様は戦前宮内庁の侍従職で昭
和天皇に永らく仕え、天皇をはじめ皇族方の衣類を管理されていたそうです。庸夫様
もまた宮内庁の取引先のクリーニング会社に入社し、日常的に皇居に出入りしていた
そうです。そんな中、戦争で飯能に疎開し昭和26年に現在地で創業されました。も
うすぐ70年を迎える今も、高齢化やIT化などクリーニング業界にも多くの影響がある
中、二代目の弘社長・三代目の友章専務を中心に奮闘し、地域の皆様の衣類を笑顔で
取り扱う、根っからのクリーニング家族でした♪そんな中で当社が供給する天然ガス
もほんの少しだけお手伝いさせていただいています♪

『まるぼしクリーニング』様の大きな特徴
といえば、立体乾燥機だそうです。多く
の店ではコインランドリーのように回転
しながら乾かすタンブラー式が主流です
が、1枚1枚ハンガーにかけて乾燥します。
その為衣類に優しくボタンの破損や生地
を傷めず、綺麗に乾燥できるそうです。
また、衣類はもちろんですが、布団・絨
毯・カーテンをはじめ、ぬいぐるみやチャ
イルドシート・ベビーカーのクリーニング
までも取り扱ってくださいます♪さらに
はクリーニングだけでなく衣類の破れや
虫食い穴の修理まで。布製品で何かお困
りのことがありましたら一度『まるぼしク
リーニング』様に相談してみてはいかがで
しょうか？？♪

まるぼしクリーニングの皆様、お忙しい中ありがとうございました～♪

地域の皆様のおかげで、来年で創業70周年を迎えます。 
お客様の大切なお品物を綺麗にするため、日々作業をして
います。また、飯能消防団や飯能青年会議所に所属しており、
少しでも地域貢献や自己成長できるよう頑張っています。
100年企業を目指して、末永く地域の皆様に愛される会社を
目指してこれからも精進してまいります。
皆様のご来店をお待ちしております。

▲昭和34年頃のまるぼしクリーニング様

◀当社が供給する天然ガスが燃料の蒸気ボイラです♪

西武ガスご利用の企業様紹介♪

有限会社丸星クリーニング様

➡

マネキン??

➡

➡

コートを着せて…??

衣類に優しい立体乾燥機

!!?内側から空気と蒸気を噴射!!
立体的に仕上げるそうです!!

チャイルドシートもピッカピカに♪

住　　 所
TEL/FAX
定 休 日
営業時間

：飯能市稲荷町2-2
：042-972-2509
：木曜・祝日・第三水曜
：9時〜 19時(日曜は10 〜 18時)

営業のご案内

大阪弁のたまごたちが軽快におしゃべりしながらスーパーで売られるところから
始まります。「たまごはみんなおぎょうぎええねん、いっつもせいれつ、いっつも
せいざ、とがったおしりがいつもした」。
子どもたちが大好きな絵本で、読み聞かせの時には必ず「よんで！」とせがまれる
絵本です。ページをめくるたびにちがった卵料理が出てきて、子どもたちはワクワ
クした表情で次は何かな？と食い入るように絵本をみます。
パックに入ったたまごたちがいろんな卵料理に次々と変身していくのですが、料理によって蒸されたり、焼かれたり、揚げられ
たり、混ぜられたり…そして時にはちょびっとだけ残ってしまい「もう変身でけへんのやろか」と絶望する卵に仲間の卵が応援に
来てくれ、また立派に料理に変身していくのです。

「あ～はよ変身したいな～。おいしいお料理になりたいねん」とつぶやく卵たちはどこまでも明るく、変身することを夢見ている
のです。卵の魅力のみならず、次はどんな料理に？という好奇心がより一層、掻き立てられる一冊です。

今回お邪魔したのは、今年の２月にリニュー
アルオープンした『まるぼしクリーニング』様。
確かな技術と信頼で地域の皆様の大切な衣類
をクリーニングされています♪

いつでもどこでもPC・スマホからガス・電気の
使用量・請求金額がわかります！※1

※1：西武ガスが供給販売するガス・電気の情報です。
※2：必要なハード及びソフトウェアに関する費用、通信料及びインターネット接続料は、
　　ご利用者負担になります。

My西武ガス
会員募集中！

※2

http://seibugas.com/

この本を抽選で
2名さまにプレゼント

専務の浅見友章様にメッセージをいただきました♪

保育士　原由美子さん推奨の絵本です。

あれこれたまご　福根館書店

とりやま みゆき 文／中の滋 絵
900円+税

はがきに「絵本希望」と書いて
お送りください。

エネルギーの見える化WEBサービス

　　2019年1月に給湯器が不具合がありました。
西武ガスさんに連絡をするとすぐ貸出用給湯器
を持参して見に来てくれました。新しい給湯器が
入荷されるまでお風呂が使用できないこともあ
りませんでした。早い対応に感謝しています。

入間市　宮寺　Ｙ様

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。

　　いつも楽しくエコくらぶを拝読しています。
ラーメンが大好きなので掲載されていたお店に
行ってみたいと思いました。孫が生まれたので
ガス祭りに一緒に行きたいです。 

双柳　Ｋ様　

　　ガス屋さんの豆知識防災編とても参考になり
ました。いざという時何をすべきなのかきっと頭
が真っ白になると思います。今回の記事はとても
分かりやすく勉強になりました。

川寺　Ｎ様

　　我が家は新築する時に川越の各メーカー
を何社か見学しました。その結果、やっぱりキ
ズに強いタカラのホーローが気に入りました。
10 数年使用していますが、綺麗に使っていま
す。

笠縫　Ｍ様  

　　ＥＡＳＹＣＯＯＫＩＮＧで紹介された（グリ
ルで肉巻きおにぎり）はとても美味しく作れまし
た。見た目が可愛くて食べちゃうのがもったい
ないくらいでした。

南町　Ｏ様　  



　
、

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。

ガスコンロの使い方、自分だけは大丈夫と思ってませんか？
調査によると、ガスコンロ使用者の約75％の方が、事故につながる恐れのある危ない使い方の経験がありました。

こんな時SIセンサー
コンロなら大丈夫！

自動で火力調節して異
常高温を防止！

ガスコンロの「危険な使用方法」は知っていますか。その中でも、火をつけたままその場を離れたことがある人は全体の半数を超えます。つい大丈夫だろうと思
いコンロから離れてしまう人が多いのです。では、火をつけたまま離れると、どうなるのでしょうか？ヒヤリ！の事例を紹介します。

食パン（4枚切り）……１枚

バター…………………適量

卵……………………１個

オリーブオイル………適量

ズッキーニ……………2㎝

オリーブオイル………適量

塩……………………少々

マヨネーズ……………適量

とろけるチーズ………少々

粗びきこしょう………少々

塩……………………少々

ミニトマト……………2個

粗びきウインナー……2本

塩……………………少々
注意）食材の大きさ・ガスコンロによって多少の仕上がり時間は異なります。

ココット型（直火できるもの）にオ
リーブオイルを薄く塗っておく。
卵を割り入れる。

１㎝位の厚さに切る。アルミカッ
プにオリーブオイルを刷毛で塗る。
そこにズッキーニを乗せる

配置はこのようしてください

斜めに切れ目を入れる。

トマトはヘタを取る。

①	ガスグリルにトーストプレートをセットし食材を乗せる。

②	グリルのトーストボタンを選び点火（おおよそ４分）

③	トースト、ウインナー、トマトは取り出す。（卵、

ズッキーニは残しておく）

④	ズッキーニを裏返し、塩をふる。マヨネーズと

チーズをお好みで乗せる。

⑤	グリル両面焼上下強火２分点火

⑥	器に盛り、トーストにバターを乗せる。

《作り方》調理時間 7分

グリルでワンプレート～朝ごはん～

次回の発行は2020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。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。

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。

前回のクイズ答え
�応募総数83通、正解75通
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。

　図書カード
1,000円分を20名様に

キ
リ
ト
リ
線

応募方法

宛　　先

締　　切 10月20日

ガスコンロ正しく使えてますか？～自分でできる簡単事故防止～

鍋を火にかけたままで外出。
あわてて帰ったが鍋が真っ黒に。

揚げ物をしていて突然の来客に
対応して火を消し忘れ、鍋の油
に火が付いた。

カレー鍋をかけたまま仕事に出
かけ、半分焦げたところに娘が
帰ってきた。

調理中にうたた寝をしていて鍋
を焦がし、家族が気づいて火を
消した。

※ご注意：ガスまつり当日 (10 月 19 日・20 日 ) は既にキャンペーンは終了しています。

電気代が3か月分10%OFF‼

2019年8月1日から2019年10月8日までに
新規で電気を申し込むと

詳しくはホームページまたはお電話にてお問い合わせください。
http://seibugas.com/

042-973-2768　平日 9：00 〜 17：00

材料（1人分） 下準備

パンの耳に沿った４辺に切り込みを
入れる（角から約1㎝離れたところ）

切れ目を入れる事によりそこから水分が蒸
発することでパンの耳まで美味しくなります。

トーストボタン

※トースト機能がない場合は両面焼上下強火  
　４分でできます　

西武ガ
スでん

き

ガスま
つり前

の

期間限
定キャ

ンペー
ン実施

中！

使用中はコンロのそばから離れない！！
コンロ使用中は絶対にその場を離れないこと。離れる時は必ず火を消してください。

発生防止の
ポイント

火をつけたまま離れた！

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。

〒357-0021　飯能市双柳373-15　西武ガス（株）クイズ係

2019年 　    　　　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。

❶ ❷


