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豊かで潤いのある暮らし

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： 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。

6月4日～6月25日6月4日～6月25日
毎日開催毎日開催

9：00 ～16：009：00 ～ 16：00
　

お客様へ

　2021年6月開催
予定の西武ガスま

つりは、新型コロ
ナウイ

ルス感染拡大防止
の為、中止とさせて

頂くことになりま
した。

※ガスまつりでの
各種イベントも中

止とさせて頂きま
す。

　つきましては、
内容を変更しお客

様感謝セールを６
月4日

～６月25日までの
間、本社ショール

ームにて行うこと
とな

りました。

　期間中は混雑緩
和の為、エリア分

けをさせて頂きま
す。お

客様のご都合良い
日にご来店頂く事

もできます。

　ご来場の際には
、マスク着用の上

、後日お届け致し
ます、

お名前入り「感謝
セールご案内状」

をお持ち頂くよう
お願い

致します。

おお客客様様 セセーールル感感謝謝
最新ガス器具から住宅設備最新ガス器具から住宅設備
機器展示等ぜひ来て、見て、機器展示等ぜひ来て、見て、
触れて実感してください。触れて実感してください。

LINE公式アカウントはじめました！
お得な情報やお知らせをLINEでお届け！

さらに、LINEから【My 西武ガス】のログインが簡単便利に‼
LINEの「友だち追加」から、「ＱＲコード」で登録お願いします‼

My 西武ガスMy 西武ガス
※2

※1

会員募集中！
エネルギーの見える化WEBサービスエネルギーの見える化WEBサービス

システムバス・システムキッチン・洗面化粧台・トイレ・他水回り・畳張替えのご相談もお任せください。

東京オリンピック開催により祝日が移動になりました。
7/19（海の日）⇒ 7/22
10/11（スポーツの日）⇒ 7/23
8/11（山の日）⇒ 8/8、8/9振替休日

お知らせ

畳張替え畳張替え
承ります。承ります。

① 家具の移動はいりません。
② お待たせしない迅速お届け！
③ 搬入直後の畳はお掃除いらず！

持続性の高い抗菌剤で
畳の表面を均一にコーティング！

洗面台専用水栓
サイクロンバブル
ミストシャワー水形で
洗浄力3.5倍

システムバス サザナ

キレイスト 紫外線で除菌する給湯
器付ふろがまあります。

システムキッチン

https://seibugas.com/

！！2021年西武ガスカレンダーにつきまして！！

さらに
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横断歩道手前の追い抜き・追い越し禁止 停止車両がいるときは必ず一時停止

横 断 歩 道 手 前
30m 以 内 は 追
い越しも追い抜
きもしてはいけ
ません。

停止車両の前方
に出るときは必
ず一時停止

ルール

3
ルール

4

横断歩道は歩行者優先です！
信号機の無い横断歩道を通る際は、手前で減速して、まず歩行者が周囲にいないかよく確認をしましょう。

飯能市柳町6-13

定休日  月
9：30～17：30
042-972-2537

❻ 松林堂

甘くてジューシーないちごは
東京のフルーツ専門店から仕
入ています。

いちご大福　190円 甘辛だんご　１本100円

大きないちごを赤
ちゃんのほっぺのよ
うな柔らかいお餅で
包んであります。

おすすめ

飯能市川寺90-2

定休日  水 木
春9：30～15：00
冬10：00～15：00
042-972-2940

❽ 木村屋菓子店

一見お店には見えませんが店
内のショーケースにはたくさ
んのお菓子が並んでいます。

飯能の森りんごあん　110円 焼きだんご 1本60円

珍しいりんごあんは
果肉の食感も楽しめ
ます。焼印はかわい
い動物たち。

おすすめ

飯能市柳町20-21

定休日  月
9：00～17：00
042-972-4700

❼ 石田屋菓子店

味噌付けまんじゅうと書か
れた看板が目印。入口は解
放されているので直ぐにお
菓子が選べます。

味噌付けまんじゅう 150円 焼きだんご １本90円
おすすめ

中はこしあん、外はこ
んがり。味噌の香りが
食欲を刺激します。

飯能市八幡町7-7

定休日  月
9：00～18：00
042-972-2098

❸ 新島田屋

テレビでも紹介されました。
外からでもだんごを焼いて
いるところが見えます。

味噌付けまんじゅう　220円 醤油、みたらしだんご　１本90円
おすすめ

飯能市新町24-6

定休日  水 木
8：00～17：00
042-972-2760

❹ 御菓子司 すだれや

お店の焼印が押された焼き
たて栗どらの甘～い香りが
印象的でした。

栗どら 240円 焼きだんご 1本90円
おすすめ

香ばしい香りに濃い目
の味噌ダレとあんこの
甘さがよく合います。

飯能市仲町8-14

定休日  月
8：30～19：30
042-972-2962

❺ 伊勢屋

おにぎり・いなり寿司・お
惣菜などもあります。店内
でお食事もできます。

豆大福 140円
むらさきだんご　100円
いそべだんご　110円

おすすめ

あんはなめらかな食感
でほどよい甘さ。小豆
の香りが口に広がります。

飯能市永田453

定休日  月
※月以外でも休みの場合あり
8：30～17：00
042-972-3600

❶ 大里屋本店

おせんべいや可愛らしい飴
などもあるので、お土産選
びが楽しい。

田舎まんじゅう　120円 だんご　１本90円
おすすめ

飯能市中山524-1

定休日  月
8：00～18：00
042-972-8808

❷ 中山茶屋

テーブルがあるので、お散
歩がてら一休みできます。

苺みるく大福　150円 だんご　１本 80円

paypay使えます

おすすめ

みるくの優しさと、
いちごの甘酸っぱさ
の相性はバツグン。

❷

行楽のお供やお土産など幅広い年代に親しまれて
いるおだんご。今回は西武ガスをご利用いただい
ている和菓子屋さんのおだんごを集めました！題
して飯能『だんご』めぐり。まだ食べたことのな
い美味しいおだんごに出会えました～♪

飯能「だんご」めぐり飯能「だんご」めぐり
飯能の人気のお店

※定休日、営業時間等変更になる場合があります。お店にご確認ください。※定休日、営業時間等変更になる場合があります。お店にご確認ください。

お店ごとにおだんごの特徴は
違いますが、どのおだんごも
美味しいのはもちろん愛情
たっぷり感じられ、食べると
元気と笑顔が溢れます♥♥♥

東飯能駅

飯能駅

入間川
西武秩父線

横断歩道では
大きく首を振って左右の安全確認する
大きく首を振ることでしっかりと安全確認ができ
ドライバーにも横断する意思が伝わります。

横断歩道では
サイン（合図）で横断する意思を伝える
手をあげる、手を差し出す、ドライバーに顔を向
けるなど横断する意思を伝えましょう。

横断しないときは
横断歩道の近くに立たない
ドライバーが迷わずに停止できるよう、歩行者側
も配慮をしましょう。

J
R
八
高
線
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299８
選

飯
能
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絶
品
だ
ん
ご

おすすめのお菓子もいた
だきました！素材にこだ
わりひとつひとつ丁寧に
仕上げています。すべて
納得のおいしさ！ぜひお

召し上がりください。

横断歩道に近づいたときは停止できる速度に減速 横断歩行者等がいる場合は一時停止

横 断 歩 道 付 近
は、歩行者や自
転車の飛び出し
等に備える必要
があります。

ドライバーの皆様へ 歩行者の方へ

横断者がいる場合、
横断しようとして
いる歩行者がいる
場合は、必ず一時
停止してください。

ご存じですか？横断歩道を通る際のルール！ 横断する意思を明確に伝えましょう！

飯能警察署
042-972-0110

ルール

1
ルール

2

しっかりしたつぶあんは
あずき本来の味が堪能
できます。

やわらかくてきめ細
やかな生地の中に大
きな栗が丸々一個
入っています！



　　　　　　　

　　　　　　　

社会人女子ホッケーチーム
HFC－HANNOの応援を
よろしくお願いします！

今回ご紹介するのはガス給湯器・ガスコンロの器具メーカー、リンナイ株式会社です！昨年発売された
マイクロバブル内臓型給湯器と根強い人気のガス衣類乾燥機「乾太くん」を紹介させていただきます！

リンナイ株式会社北関東支店
埼玉県上尾市本町3-3-7

リンナイ株式会社埼玉西営業所
埼玉県狭山市東三ツ木348-23

ガス衣類乾燥機

～埼玉西営業所 ほっとラボの紹介～～埼玉西営業所 ほっとラボの紹介～

完全予約制で体感可能！
ぜひ、一度試してみては？
きっと満足いただけると思
います！ご予約をお待ちし
ております！

見た目が最高です！
おうちのインテリアに
も、暖を取るにも最適♪
ひと味違う設備も大変魅
力がありますね！

今一押しのマイクロ
バブル給湯器の体感
コーナーを用意して
います♪

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太くん。
外干し不要なので、チリや花粉などの微粒子が付着す
る心配もありません！

別荘のような気分を味わえます！
ガス暖炉が最高のインテリアに♪

Micro Bubble Bath Unit マイクロバブルバスユニット付き給湯器を設置すると、
さらにリラックスでき、上質なバスタイムを実現。

毛穴・髪の毛よりも小さな気泡が、温浴効果を高め、さらに皮脂汚れを落と
してくれるのでお肌がキレイに！

業界最高レベルの気泡量に！

赤ちゃんの衣類乾燥にも最適！

毛穴 髪の毛 マイクロバブル ウルトラファインバブル
100µm-200µm 80µm 1µm-100µm 1µm 以下

1㏄あたり1㏄あたり
マイクロバブル3万個マイクロバブル3万個
ウルトラバブル242万個ウルトラバブル242万個

乾燥時間の目安

満足度満足度
99.4％

※2020年5月 n=181
　リンナイ（株）調べ

8kg 約80分
5kg 約52分

ちふれAS工ルフェン埼玉は、日本女子プロサッカーリーグ(WEリーグ)のチームとして活躍を開始致
します。今年9月のWEリーグ開幕は、日本の女子サッカーにとって大きな躍進の機会であり、私ど
もちふれAS工ルフェン埼玉がその試合に参戦する記念すべきシーズンとなります。リーグ理念でも
ある「夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く会社の実現・発展に貢献する」を具現化する
クラブとなる為に、皆様とご一緒に変化を作り出す1年にして参りたいと思います。より一層の温か
いご支援とご声援を承りますよう、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

この度プロ契約選手として活躍することになりました橋沼真帆選手のメッセージは西武ガスHPからご覧いただけます。

今期からちふれASエルフェン埼玉の監督にな
りました半田悦子です。第一回の記念すべきリー
グの監督として参加できることに感謝し、全力
で頑張りたいと思います。チャレンジ精神を忘
れずに観て、やって、楽しいサッカーを目指します。日頃お世話になっ
ております地元の方々とともに 1勝でも多く勝ち、共に喜びを分か
ち合いたいと思います。選手にとって応援は掛け替えのない原動力
になります。どうぞよろしくお願いします。

半田監督から今シーズンの意気込み
WEリーグ参入!! ※WEとは・・・Women Empowermentの略！

飯能から女子プロサッカーチーム誕生！

西武ガスは、社会人女子ホッケーチーム「HFC-
HANNO」を応援しています。飯能を拠点に練習
をしているチームで、当社社員も所属していま
す。それぞれ別の企業で働きながら全国大会を
目指して日々頑張っています。

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。

　　半世紀この地に居住し、西武ガスを利用して
います。後半は子供世帯共々お世話になっており
ます。ガスまつり等々、社員の方々がとても感じ
良いので商品情報を得たり修理やリフォーム時に
安心して相談したいと思います。　　　　

八幡町　T様

　　まちがいさがしを子供と一緒に楽しむことが
できました。ありがとうございました。またガス
まつりやイベントもいつも通りできる日が来るこ
とを楽しみにしています。　　　　

仲町　A様

　　レストランHAMAに連れて行ってもらったこ
とがあり２号店の話題の記事があったので楽しく
読みました。都内から引越してきたので旅行気分
になります。空気がおいしい。　　　　

柳町　O様

　　おやつの1品「べったらもち」
（材料）・残りご飯お茶碗2杯分
・お砂糖スプーン2杯位　・小麦粉適当
（作り方）①ご飯に小麦粉、砂糖を混ぜよくこねる。
②フライパンでこんがり焼き砂糖しょうゆだれを
つけていただく。　　　　　　　　　  中山　F様

こちらで

体感できます！

こちらで

体感できます！



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。

乾電池ってなんとなく選んでいませんか？実は使う製品によって乾電池を使い分ける必要があるんです。取り替えてからすぐに動
かなくなってしまった経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしかするとそれはアルカリ乾電池とマンガン乾電池を
正しく使い分けられていなかったからかもしれません。

次回の発行は2021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68通、正解61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

電池の正しい使い方知っていますか？電池の正しい使い方知っていますか？

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

2021年

当選者には（5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。

アルカリ乾電池とマンガン乾電池は使われている材料が違うアルカリ乾電池とマンガン乾電池は使われている材料が違う

結局どっちを使うといいの？ アルカリ乾電池 or マンガン乾電池結局どっちを使うといいの？ アルカリ乾電池 or マンガン乾電池

実はガスコンロにも乾電池が使われています実はガスコンロにも乾電池が使われています

乾電池の交換方法（※ビルトインコンロの場合）乾電池の交換方法（※ビルトインコンロの場合）

○アルカリ乾電池の特徴○アルカリ乾電池の特徴

○アルカリ乾電池（連続使用が必要）○アルカリ乾電池（連続使用が必要）

○マンガン乾電池の特徴○マンガン乾電池の特徴

○○マンガン乾電池（微弱な電流で使用できる、スイッチのオンオフが多い機器）マンガン乾電池（微弱な電流で使用できる、スイッチのオンオフが多い機器）

❶ ❷

5月15日 消印有効

～「アルカリ電池」と「マンガン電池」の違いと使い方～

マンガン乾電池よりも「二酸化マンガン」や「亜鉛」を増やし、電解液に「ア
ルカリ性の水酸化カリウム」を使用しているのが、アルカリ乾電池です。
◦パワー、容量がともに大きく、マンガン乾電池の約２～５倍長持ちする
◦大電流を必要とする機器に最適

代表的なガスコンロの電池交換手順です。※機種によって異なります。

意外と知らない方も多いのですが、ガスコンロは電池を使ってバーナーに点火をしています。電池が消耗してくると、
バーナーへの着火が悪くなり、電池交換のお知らせランプが点滅したりします。他にも安全装置を動かしたり、ラン
プを点灯するのに電池が使われています。電池交換の目安は６ヶ月～１年のご使用です。点火するときにパチパチと
スパークしなくなったらまずは電池を交換してみてください。ガスコンロにはアルカリ電池が最適です。

▶ 携帯ラジオ
▶ デジタルカメラ
▶ ガスコンロの点火

▶ テレビやエアコンのリモコン
▶ キッチンタイマー
▶ 豆電球の懐中電灯

アルカリ乾電池との大きな違いは「電解液」に塩化亜鉛などを使用している点です。パワー
ではアルカリ乾電池に劣りますが「休み休み使うと電圧が回復する」という特徴があります。
◦大電流を必要とする機器には不向きですが、微弱な電流でよい機器、休み休み使う機器には最適
◦アルカリ乾電池よりも安価なので、適した機器に使用する場合は経済的！！

豚肩ロース（ブロック）………………約300ｇ
ねぎ（青い部分）………………………1本分
にんにく…………………………………丸ごと1コ
しょうが…………………………………1かけ
しょうゆ…………………………………2カップ
みりん……………………………………2カップ
塩…………………………………………大さじ1
こしょう…………………………………少々
サラダ油…………………………………大さじ1
タコ糸

①あまり口の広すぎないお鍋に、しょうゆ・みり
んを入れ弱火にかける。4～５分間たって沸
騰したらねぎ、にんにく丸ごと、薄切りした 
しょうがを加えふきこぼれないように注意し

ながらごく弱火で30分煮詰める（3口コンロの
小バーナーを使用）

②タコ糸で縛ったお肉の表面全体にフォークを刺
し、塩大さじ1、こしょうを少々振って約5分間おく。

③フライパンにサラダ油大さじ1を熱してお肉の
表面をきつね色に焼く。

　（お肉は脂身の多い部分から焼き始めるとよい。
全面を焼きお肉のうまみを閉じ込める）

④沸騰している①の煮汁に③のお肉を入れ、オー
ブンシート用の紙などで落し蓋をする。 
（3口コンロの小バーナーを使用） 
弱火のまま約45分間煮る。途中何回かお肉をひ
っくり返しお肉全体に味をつける。

　注意（お肉、お鍋の大きさによっては焦げてし
まうので様子を見て下さい）煮汁はこしてから
冷まし密封容器に入れて冷蔵庫で保存します。
残った煮汁は焼き肉にからめたり、だしで薄
めて味玉を作ったり違う味も楽しめます。

材料

調理時間120分

① 操作パネルを開ける ⑤ 電池ケースを元に戻す ⑥ ふたを元に戻して完了！② 操作部ふたを下に下げて、
　 操作部から外す

③ 操作部を元に戻す ④ 中にある電池ケースをひきだし、
　 電池を交換する

新型コロナウイルス感染予防および拡大防止のためお料理教室の開催・募集は中止させていただきます。
教室の再開（募集）につきましては、改めて当社ホームページにてお知らせいたします。

日々忙しくされている皆様をお助ける「常備菜」お休みの日、お洗濯しながら、お掃除しながら、 
○○～しながらガスコンロの便利な機能を使い作ります。ラーメンの具やサラダのトッピング、
チャーハンなど使い道はいろいろ！ワーキングマザーの方には、ぜひ作っていただきたいレシピです。

コンロタイマーレシピ
～チャーシューと味玉～


