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豊かで潤いのある暮らし

今回のフワフワドームは

大人気
！！

場所　西武ガスショールーム
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ま・いけ
る

ぞうさん
倶楽部

壱之蔵 中山茶
屋

カフェ
fuWA

ri

釜久米菓
飯能工場

住　　所
T　E　L
営 業 日
営業時間

飯能市下川崎193-5	 	
042-978-5673	 	
木・金・土	
9：00～売切れ次第クローズ	 	

飯能の人気のお店

塩シュークリーム★¥230
クッキーシュークリーム★¥250

パウンドケーキ各種カット★¥210
ホール★¥800～

ふと、足を止めたくなる外観♦

店内はアンティークな雰囲気♥

ラ ポッシェ　

ショーケースにはケーキや焼き菓子がいっぱい♪

今年も緑の苗をプレゼント（数量限定）
ご招待状ご持参の方へ粗品プレゼント

★あさがお ★ふうせんかずら

両日
開催

お子様料理教室
（土）パン教室　(日)クッキー教室
※詳細は、ご招待状にてご案内いたします。

お子様木工教室
両日開催(当日受付となります)

今回は何を作るかな?

handmade cakes & cookies
La Poche

上品な美味しさとオーダーメードで作って貰える他にはないオリ
ジナル感が話題の「ラ ポッシェ」は、今年7月で3年目を迎える
★人気の洋菓子店です★

手作りケーキ＆クッキーのお店

ホールケーキはオーダーに
応じてアレンジができま
す。バースデーケーキや大
切な人へのプレゼント、ま
た自分へのご褒美に注文す
るのも楽しいですね♡

ホールケーキは完全予約
制です。バラエティが豊
富なのでお店にお問い合
わせください。

La Poche

クッキー各種★1袋/50g ￥260～

くまさんクッキー

フルーツデコレーション
★5号￥2,700

苺のタルト★5号￥2,700

種類豊富

味がしみこんでいます。

ギフトに好評

La Poche

芦刈ゴルフ

精明小学校
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生地がデコボコな方
がクッキーシューで
す。塩シューはほん
のりと塩の風味が…

店主自慢のコロコロラスク

パンも

焼いてま～すたま～に



　　　　　　　　　　　　　　　

コンロご購入をお考えの方　体験教室

コンロ体験教室の様子

★コンロに触れて料理を作って召し上ってください。
★ご自分にピッタリなコンロが見つかるはずです。

当社ではコンロご購入後たくさんの機能を上手に利用
していただくために使い方の教室を開催しています。
その教室のなかで『購入する前にもっと機能を知ってお
きたかった』という声をお聞きし、今回春のガスまつり
前にコンロ体験教室を企画いたしました。ガスまつり
でご購入をお考えの方はもちろん数年後にお考えの方
でも大歓迎です。

2日間で9名の方が参加されました。
（2日間開催しました）

お客様の声にお応えします！

しゃけ切り身
魚焼きオート機能

から揚げ
ノンフライ機能

オリーブ野菜
グリル

冷凍コロッケ
温度調整機能

パスタ
麺ゆで機能

ご飯
炊飯機能

前回の

スパイシーチキン
ダッチオーブン機能

各コース5名様限定
開催日程
①5/11（水） 10時～ 12時　申込期限5/2（月） 
②5/24（火） 10時～ 12時　申込期限5/17（火） 
※各コース先着順となります。
場所：西武ガス料理教室
お申込み受付期間
4月18日（月）より
受付時間
9時～ 17時（月曜～金曜）
お問合せ・お申込み
（西武ガスお料理教室）TEL	042-973-6600

コンロ体験教室

参加費無料・予約制

最新式のコンロは安全、安心、便利ですね。と驚いていました♪

平成28年2月飯能市と「災害時におけるガスの供給・防災協力
体制等に関する協定」を締結しました。
この協定の主な内容は

（1）飯能市が指定する施設等へのLPガス等の優先供給

（2）飯能市が設置する仮設住宅におけるガス供給設備に関する工事及 
びLPガス等の供給

（3）飯能市が指定する公共施設等へのガス優先復旧工事等

（4）飯能市に対しガス供給に関する情報周知の要請

（5）飯能市に対し災害復旧活動を行う場合の施設使用要請

となっています。

市民生活に欠かすことのできないライフラインの一端として少しでも
早く全体を復旧する事が使命ですが過去の災害状況等を踏まえ、こう
した協定を結ぶことにより、行政との情報交換をしながら復旧活動を
実施するのが重要と考えております。大規模災害時においては避難所
等に市民の皆さまが集中することが予想されます。市民生活の早期安
定を図ると共に最低限の衣食住環境の確保を目的に行政との連携を強化し、少しでも
お役に立つことができる体制を整えてまいります。

本年度の飯能市災害対策準備品として

◇業務用炊飯器……………………………………6ℓ (1回に4.5kgの炊飯可能) 3台

◇業務用コンロ……………………………………5台

◇8kgボンベ（付属品含む）………………………6本

を用意いたしました。これらにつきましては「飯能市災害対策本部用」として平成26年
2月に締結した飯能警察署との「大規模災害発生時における物資調達等に関する協定」
の物資と共に要請があった場合にすぐにお使いいただけるよう弊社倉庫に「飯能市災害
対策備品」として保管しています。

飯能市と「災害時におけるガスの供給・
　　　　 防災協力体制等に関する協定」を締結しました

（西武ガスご利用のお客様が対象となります）

肉じゃが
キャセロールを使用

短時間でたくさん
の料理が作れて
すごく便利～！

家庭によって使用
したい機能は違っ
てくるので色々機
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空調に当社天然ガスをご採用いただきました♪

医療法人　友康会 埼玉飯能病院  様
屋上に設置された新しいGHP（ガスヒートポンプエアコン）です。『ガス
で空調？』と思われる方もいるかもしれませんが、暖房はもちろん、冷
房も可能です。電気エアコンに比べ電気使用量はなんと約90%削減、
電気料金に大きく関わる最大使用量がとにかく大幅にカットできるた
め、店舗・学校・図書館・事務所など数多く採用いただいています♪

工事中、屋上からは飯能市街が一望できました。反対側には天覧山の山
頂も見えます♪高台にある病院なので病室からでも綺麗な眺めなんで
しょうね♪

廊下やエレベーターホールも幅が広く作られ車イスの通行も楽々♪

平成16年に増築され病床数は148床あるそうです。フローリング調の床材が何とも
あたたかく、病院という感じがしないですね。個室・2人・4人部屋があります。

今回ご紹介するのは天覧山の麓にある埼玉飯能病院様です。昭和52年に設立以
来、地域の高齢者医療・福祉に素晴らしい貢献をしてくださっています。この度、
空調設備の入替に伴い、ガス空調をご採用いただき、現在順調に稼働中です♪

　　　排水溝のぬめりを防ぐ方法

〈用意するもの〉アルミホイル

①アルミホイルを適当にカットし、ぐしゃぐ

しゃに丸めます。（2 ～ 3個）

②アルミホイルの玉をシンクの排水溝にポイッ

と投げ込みます。

アルミホイルが水と反応することで発生する物

質を活用した効果だそうです。ぬめりがなくな

ればイヤーな臭いもなくなり気持ち良くお料理

ができますね。2週間に1度は交換してください。

注意！アルミホイルの玉を小さくしすぎると排

水溝に流れていってしまう可能性があります。

笠縫　Ｈ様　

これからの時期に大助

かりの情報をありがと

うございます。使用済

のアルミホイルの再利

用でも十分ですね、

毎日使うガスコンロ、年数経過とともに火が着きにくかったり…
最新のを使いたいけど買い替えするには…いろいろ心配。月々の
リース料金をお支払いいただくだけで、設置できます。ご契約に
は条件等ありますのでご希望の方は当社までご連絡をください。

ガスビルトインコンロリース

参考例　リンナイ　DERICIA 
両面焼きグリルタイプ

（月額リース料3,000円）

月額リース料金をお支払いいただくだけ

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。

　　　ガス屋さんの豆知識は良かったです。落

し蓋は汁気の少ない煮物か煮魚しか使っていま

せんでした。煮物全般に使うと随分ガス代や時

間の節約になるのですね。勉強になります。

稲荷町　T様　

これからもエコな情報をお知らせしていきますね。

　　　いつもエコくらぶを楽しく拝見しており
ます。いつも楽しみにしているのが『飯能のお
店』です。飯能市に引越をしてきて10年ですが、
まだまだ知らないお店があります。今回の伊勢
屋さんはお団子しかいただいたことがないので
エコくらぶでご紹介のあった"五穀米セット"を
食べてみたいです。

『EASY COOKING』のグリルdeナスとズッ
キーニのモッツァレラバジルも挑戦しました。
家庭菜園で採れた自家製バジルで作りました。

川寺　S様

　  
今回も素敵なお店をご紹介させていただいてい
ます。お客様からもお店等の情報がいただけた
ら嬉しいです。スーパーでバジルを買っても使
い切れなくもったいないことをすることがあり
ますが自家製だったら新鮮なバジルが必要なだ
け使えるのがいいですね。

　　　とてもかわいいハーフの孫です。ママは
オーストラリア人、パパは日本人。笑顔の素敵
な女の子です。周囲の人がいつもHappyになれ
ます。いつまでもいつまでも笑顔でいてください。

川寺　S様
おばあちゃんが当社ショー
ルームにコメントとお孫さ
んの写真を持ってきてくれ
ました。「次回のエコくらぶ
に使用していただけないか」
とお預かりしました。写真

を拝見して女性スタッフからは「かわいい」の一
言。貴重な写真ありがとうございました。成長
したお孫さんの写真もまた見せてくださいね。

各階談話室から飯能の街を一望できる日当たりのいい病院です。介護を
必要とする高齢者の方や病気の方が入院されています。介護でお困りの
事などありましたらお気軽にご相談ください。
高齢者の方は暑さや寒さに対して非常に敏感です。
今回西武ガスさんに空調設備を新しくしていただき、より快適に療養生
活を送っていただけるようになりました。これまで以上にスタッフも笑
顔といたわりの気持ちで介護のお手伝いをさせていただきます。

病院スタッフさんに

一言いただきました♪

個室 4人部屋

丸めたアルミホイル

ガス
で空

調！?

医療法人友康会　埼玉飯能病院
〒357-0063 埼玉県飯能市飯能1185
TEL 042-973-3311
http://www.saipan.or.jp



　

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。

・ご飯をコンロで炊く

・食べるときに炊く

ガスコンロでは炎の力でふっくらとしたご
飯が炊けます。炊きあがりにかかる時間は
約20分!! 電気炊飯器に比べて約20分も
短縮できます。

最新のガスコンロでは炊飯鍋をセットして 
"炊飯キー " を押すだけ！ 火加減を自動的に
調整し、自動で消火してくれます。電気炊飯
器でたくさん炊いて保温するよりもコンロ
でその都度炊いた方が省エネになります。

～ガスの上手な使い方～　キッチン編

※1日1回×365日として算出。

※1日1回×365日として算出。

電気炊飯器との比較

自動炊飯機能

年間の省エネ効果

ガス代
CO₂排出量

1,299円
45.2kg-CO₂
（スギの木）3本分

年間の省エネ効果

ガス代

CO₂排出量

3,928円
（炊飯器の保温なしの場合）

104.8kg-CO₂
（スギの木）7本分

ガスコンロ

電気炊飯器

電気炊飯器で
保温すると

3.0円

6.5円

※2合分のご飯を12時
間電気炊飯器で保温
した場合

省エネで、安全・便利なガスコンロを選んでみませんか？
最新の高効率バーナーは鍋底との距離を近づけ炎の広がりを抑えることで、熱効率が大幅にアップしています。

お問合せは ☎042-973-2768　西武ガス㈱

従来コンロとの比較

4月末迄

エコくらぶ特別価格

おすすめ最新型
ガスコンロ

¥199,000（税込）
　　（※標準取付工事費込）

定価¥314,280（税込）

75cm
RHS71W15G22R3C-STWビルトインコンロ

簡単に
交換できます

年間のガス代
2,907円お得！

★お好みでアイスクリームやフルーツやジャムをトッピングしてもお
しゃれです。

・連続で焼く場合、2回目以降焼き時間を短
く設定しましょう。・焼きあがったらすぐ
に取り出すようにしましょう。（そのまま
庫内に置いておくと、魚の臭いが移ってし
まう場合があります。焼き時間や焼き色は
あくまで目安であり、機器の種類によって
異なります。

★ガスコンロの温度設定 160℃で設定しフライパン
でも簡単に焼けますがグリルを使って焼いた方がカ
リッとして美味しいです。

★片面焼グリルの場合　焼き時間を 3～ 5分
長くして途中で裏返しましょう。

卵………………………………………2個

牛乳……………………………………150ml

砂糖……………………………………30g

バニラエッセンス………………………少々

パン（1.5cmの厚さ）

…8枚（フランスパンやバゲットなどお好みのパン）

バター……………………………………15g

①ボウルに（Ａ）を入れ泡立て器で混ぜ合わ
せ卵液を作る。

②パンを浸してしばらくおきます（１時間以
上染み込ませたほうが美味しいです）

③グリルの網にトーストプレートをセット
し、油なしでもくっ
つかないホイルを
敷き②をおきます。

④小切りしたバターを
のせ水なし両面焼きグリル（トーストプレ
ート使用）上・下強火5分～6分

材料　(8枚分) 《作り方》

グリル de カリッと
フレンチトースト

次回の発行は平成28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。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94通、正解88通、
正解率94%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

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

平成28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

応募方法

宛　　先

締　　切 5月10日

トーストプレート
定価3,456円（水無両面焼き用）
当社にて購入できます（トースト
プレートを使用しないとパンの
まわりが焦げやすくなります）

（Ａ）

10.8円
電気代がかかる

高効率タイプ 従来タイプ

旧新
※エネルギー消費量

2.22Gjとして算出


