
                   

今回の
フワフワ

営業時間　11:00～ 15:00（ランチ）
　17:30～ 22:00（ディナー）

定 休 日　水曜日
住　　所　飯能市美杉台3-24-8
TEL/FAX　042-973-0606
駐 車 場　あり

雑貨の販売も
しています♪
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豊かで潤いのある暮らし

飯能の人気のお店

ファンタジーな雰囲気のある建物「ピッツェリア ジェコ」は６月に飯能市美杉台にオープンした本格的なナポ
リピッツァのお店です。ピッツァ界では有名な茨城県の「ピッツェリア アミーチ」で修業した料理人が迎えて
くれます。今回はディナーの時間に予約をして、お勧めのお料理をいただいてきました。

本格薪窯で焼くナポリピッツァ＆南イタリア料理のお店

ピッツェリア ジェコ

ピッツェリア ジェコ

秋のガスまつり
10月18日（土）・19日（日）AM10:00〜PM4:30（両日共）

巨大サッカーボールが西武ガスにやってくる
保護者の方も、安心して見守れるタイプのフワフワ。
ぜひ、カメラご持参でのご来場をお待ちしております。

2015年カレンダープレゼント 緑の苗プレゼント

働く車に乗ってカレンダーお子様
に

大好評
！
今回もプレゼントしちゃいます。

模擬店
・お団子　・おまんじゅう　・ホルモン焼きそば
・クレープ　・淹れたてコーヒー　・キッシュ

早くも人気の
スポットに

ピッツァ イスキア ￥2,000（税別）

塩味のき
いた生ハ

ムを大胆
に。

お酒も進
んじゃう

♪

これは！？ピ
ッツァで～

す（笑）たっぷ
りの具

材を包んで揚
げてある珍し

いですね。 立派な薪窯は
本場イタリアから

見た瞬間「
これは絶

対美味し
い

はず」♥彩
りも華やか

で楽しい♪

あさりとムール貝のトマトソース
フジッローニ ￥1,800（税別）

しっかり
した魚介

の味でモ
チ

モチの食
感

爽やかな味
レモンカスタードの
クロスタータ
￥600（税別）

シロップがジュワッ。 
ナポリの伝統菓子ババ ￥600（税別）

ドライフルーツやナッツが入ってます  
シチリア島のアイスケーキ
￥600（税別）

ピッツァ
フリッタ
￥1,800

（税別）

メニューで何にしようか !!!悩んだ時にはスタッフに声をかけてみて下さい。
詳しく説明してくれますよ♪	 	 	 	 	

ランチも種類が豊富。
ドリンク付きのピッツァランチ
とパスタランチがあります。
お値段は1200円で、200
円プラスでドルチェもセットに
なります。

せっかく本格ピッツァが近くで
いただけるのだからパスタも
含めて全種類制覇してみたい！！

至青梅

美杉台小 飯
能
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マネーアカデミー

能仁寺では毎週日曜日９：００～１２：００
に坐禅会（１回３００円）を行っています。
どなたでもお気軽に参加できます。
※予告なくお休みになる場合もあります。
受付までお問い合わせ下さい。

曹洞宗武陽山　能仁寺
住所：飯能市飯能１３２９
電話：０４２－９７３－４１２８

坐禅会のお知らせ

木漏れ日の射す階段を上った先に
坐禅堂があります。

心磨きは体を使ってやることが大事
頭だけで理解しようとしない。

お掃除をして終了。 ご住職を囲み…。貴重な体験をありがとう
ございました。

心を込めてZZZ...

ビリ
ビリ

イタタ
タッ 楽しい

無 痛っ

8月８日（金）「"りそなキッズマネーアカデミー
2014" in 飯能 with 西武ガス」を開校しました。

急に暑さが加わり抜けるような青空の下、曹洞宗
武陽山 能仁寺にて坐禅を体験しました。
今年完成した坐禅堂は京都府にある「蟹満寺」の本堂だったものを移築したものです。蟹満
寺は『今昔物語集』に出てくる「蟹の恩返し」で有名なお寺で、本堂は築後250年の歴史ある
建物でした。能仁寺ではその本堂を譲り受け約二年をかけ坐禅堂に改築しました。中に入
ると高さ約４メートルの迫力あるだるま立像が安置されていて、見守られながらの体験で
す。やや緊張気味に始めた坐禅ですが、次第に心が落ち着き蝉の声や窓から入る心地よい
風を感じながら穏やかな時間を過ごすことができました。
終わりにご住職は坐禅は何年続けたということよりも“坐
禅をしよう”という気持が尊い
とおっしゃいました。紅葉や雪
景色の時の坐禅もまた風情が
あってお勧めだそうです。皆さ
んも時には坐禅で心静かな時を
過ごしてみませんか？

曹洞宗武陽山　能仁寺

小学校低学年を対象に、解りやすくクイズ形式でお金・食品・
エネルギー (ガス)のお勉強をしていただきました。

カレーの具材を再チェック

真剣に聞き入ります

出来たカレーは皆で完食

模擬通貨を使い美味しいカレーを作る為、食材を厳選・
各班で相談しながら模擬売店にて購入。

模擬紙幣でお買い物

料理教室の中はにぎやか

夏野菜カレーの出来上がり

全員で記念撮影正解の番号を上げて頂きます

カレー作り大作戦

～坐禅を体験しました～

風格ある坐禅堂

制作者は
飯能の方

料理教室

当社スタッフ 訪問レポートお客様宅
へ

コンロをご使用の際、お困りのことなどありますか？

そうそうこの間、チャーハンを作っていたら火力が急に弱くなっ
てしまい困ったのだけど…どうしたのかな？
コンロの音声からは「火力自動調整に切り替わりました」と、聞
こえたよ…。

そうなんだ。取扱い説明書を見ればわかるんだけど、それが面倒なんだ。
電話をして教えてもらうのも申し訳なくてね。

Vol.27で新型デリシアのお取替え作業をご紹介させていただいたK
様。お取替えから3ヵ月が過ぎ、ご不便なくお料理をされていらっしゃ
るのか？当社スタッフがフォローアップ訪問をさせていただきまし
た。（この日、取材に応じていただいたのはご主人）

故障ではありませんよ。鍋底の温度が上が
ると、安全のために自動的に弱火になるか、
消火します。チャーハンのように火力がほ
しいときは、あぶり・高温炒めスイッチを
3秒以上押すと調理できるようになります。

そんなことは気にしないで下さい。皆さん新しい
商品に交換されると使用方法に戸惑いがあるよう
です。当社ではアフターフォロー教室もあり、男
性の方も参加されています。食材等の準備もあり
ますので事前にお打合せさせていただきます。
※費用は無料　

7月22日（火）アフターフォロー教室の様子（お客様４名参加）

➡
トマトの湯むきもカンタンに♪
皮をむくことで食感がよくなります。
かるくあぶるだけでＯＫ！

スイッチは右コンロ、左コンロそれぞれにあります

飯能駅

東
飯
能
駅

能仁寺

中央公園



現在飯能市では産業復興を図る為、大河原工業団地の企業誘致をすすめて

います。広さは約72haと、関東最大級だそうです。

緑と清流に囲まれた自然豊かな環境に、いろいろな企業さんがいらっしゃる

んでしょうね。

当社も開発と合わせて都市ガスの敷設を進めています。企業の発展と飯能市

の発展、そんな未来に西武ガスも少しお手伝いさせていただけたら幸いです。

　　　　私はこんなリサイクルをしています！

使い終わったコーヒードリップパックは水に強

いので流しの汚れ落としに再利用しています。

その後処理していますよ。

美杉台　女性　Ｓ様　

エコな情報ありがとうございます。

　　　　お客様の声参考になります。

我が家も昨年、台所とお風呂をリフォームしま

した。エコジョーズにしたらガス料金が大変少

なくなりました。

　横手　女性　　Ｄ様　

エコジョーズは環境にもご家庭のお財布にも優

しい商品なんですね。

　　　いつも新鮮な話題の広報誌

楽しく読ませていただいています。昨年我が家

も15年使ったガスコンロをビルトインコンロに

入替ました。たくさんの便利機能を備えていま

すが、中でも私のお気に入りはタイマーです。

ガスコンロから離れるときはもちろん作業中で

も忘れることがなく時間がたてば消火してくれ

るのでとても重宝しています。

八幡町　　女性　Ｓ様　

タイマーを使用することにより安心して他の作業が

できることは忙しい主婦にとって強い味方ですね。

飯能大河原工業団地
関東最大級の広大な土地

昔ながらの製法で米菓一筋80年。
『あられ煎餅』の伝統製法で安心安全なお菓子をつくっている会社様。
代表商品の『おこげ』、是非ご賞味ください♪

釜久米菓 ㈱　様

立地企業様を
ちょっとご紹介

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。

　　　古新聞を再利用しています。
三角コーナーの下に敷く。燃えるゴミ袋の底に敷く。
ゴミ置き場のゴミを見ると袋の底にたくさんの水分を
見ることがあります。新聞紙を敷いておくと水分を吸
収してくれるので、回収作業員さんも袋が破れて汚れ
ることはないのかな？と思いやっています。

当社料理教室でゴミを出す時は袋の底にシュレッダー
の紙くずや新聞紙を底に敷くよう心掛けています。　

　　　昨年、佐野先生のお料理教室「トマトの

冷製パスタ」に参加させていただきました。そ

の中でチキンナゲットも教えていただきまし

た。今まで我が家では、胸肉を利用することは

なかったのですが、料理教室に参加させていた

だいてからは、胸肉でチキンナゲットを作って

います。ありがとうございました。　　　

南町　　女性　Ｎ様　

お客様のご要望により今年の７月にもトマトの

冷製パスタ、チキンナゲッ

トの講座を行いました。女

性の方にはこのメニューは

好評ですね。

　　　　私は、昨年の自由研究でゴミ減量リサイク

ルポスターを書きました。その後に「エコくらぶ」

が家に届いてゴミ減量の記事を読みました。なん

だかとても嬉しくなりました。

　永田台　Nちゃん　10歳

エコくらぶを小学生の方も

見ていてくれていたなんて

…嬉しくなりました。

お馴染みキユーピー㈱から昭和52
年に独立。
タマゴのあたらしい価値とカタチを
次々に生み出し、パンなど食品業界
で幅広く使われる安全・安心な鶏卵
加工品をお届けします♪

『トヨタ自動車様の自動車プラス
チック部品を生産しています。
創立60周年を機に、飯能市に移
転します。地域・社会に貢献でき
る会社作りを目指しています。』

『安心・安全のために、すぐれた品質の
化粧品を誰もが手にいれやすい価格で。
今年は業界初の詰め替え化粧品販売40
周年。環境にも配慮し続けている、化
粧品会社です。』

コスモ工機㈱ 様と共にライフ
ラインに欠かせない水道・ガスなど
の製品や施工技術を追求！
地域に密着、貢献し、躍進を続け
ている会社様♪

キユーピータマゴ㈱　様

協和電機化学㈱　様

㈱ちふれ化粧品　様㈱飯能製作所　様



　

みなさまのご自宅に取付けてある「住宅用火災警報器」に有効期限があるのは、ご存じですか？

「ガス漏れ警報器」「火災警報器」は、
不眠不休でみなさまの安心を見守ります！！

これからの寒い季節、うっかり暖房機をつけたまま就寝…
『空気が汚れていませんか？』と警報器が音声でお知らせします。

警報器により有効期限が5年・10年とあります。有効期限が切れていると、誤作動のおそれもあります！
この機会に確認してみてはいかがでしょうか！？

まだ警報器を取り付けていないお客様には…
1台3役の「ガス漏れ警報器」がおすすめです！
ガス漏れ警報器に、「火災警報」「CO検知」が付いて安心！（熱式※1）

※1　台所や火災以外の煙が発生しやすい場所への取付に適しています。

資料提供：ホーチキ株式会社

豆
5年

次回の発行は平成27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。

　小型湯沸器やガスストーブをご使用のみなさまへ

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。
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

前回のクイズ答え
�応募総数 101通、正解
94通、正解率93%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

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木綿豆腐は厚さを半分に切り、キッチンペ    

　ーパー等で包んで水切りをして置く。

② 水切りをした木綿豆腐と、他の材料をミキサ

ー又はフードプロセッサーにかけてなめらか

にする。

 （泡だて器で混ぜてもOK）

①材料を混ぜるだけ！

※お味噌の味により、砂糖を増やして下さい。

木綿豆腐……… 1/2丁

マヨネーズ … 大さじ5

粒マスタード又はカラシ 適量

砂糖………… 小さじ１

味噌………… 大さじ2

マヨネーズ … 大さじ2

砂糖…… 大さじ1と½

豆腐マヨネーズの作り方

味噌マヨネーズの作り方

材料（豆腐マヨネーズ） 材料（味噌マヨネーズ）

応募方法

宛　　先

締　　切 10月13日

～ 豆腐マヨネーズ ＆ 味噌マヨネーズ ～

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！

マヨネーズに一工夫！いつものマヨネーズを少しオシャレに！

出来あがったマヨネーズはそれぞれ器
に盛り、スティック野菜のデップや、
冷しゃぶサラダのソースなどに！
コロッケパンのバター替わりに、豆腐マヨ

を塗っても美味しいですよ (^^♪


