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豊かで潤いのある暮らし

2021年6月、飯能市阿須ホッケー場で全国大会
出場をかけた予選会が行われました。出場チーム
は埼玉県、神奈川県、東京都2チームの全4チーム
で行われ、接戦を勝ち進んだ地元HFC-HANNO
が見事全国大会への切符を手に入れました！！

試合結果
6月26日（土）
10時～　HFC-HANNO 対 ブルーウィングス （7-0）
12時～　東京ヴェルディ 対 メトロMIX （6-0）
6月27日（日）
11時～　HFC-HANNO 対 東京ヴェルディ （2-2） シュートアウト（3-2）

優勝したHFC-HANNOは2021年9月18日(土) ～ 9月22日(水) に
栃木県で行われる全日本社会人ホッケー選手権大会に出場します！
地元の皆様の応援をどうぞよろしくお願いします(^-^)

社会人女子ホッケーチーム『H･F･C-HANNO』の全国大会出場が決定！！社会人女子ホッケーチーム『H･F･C-HANNO』の全国大会出場が決定！！
ホッケー・フレンドクラブ・はんのう

優勝おめでとうございます (*^ ▽ ^*)
HFC-HANNO では飯能市在中で地元企業
で働いている方も多いです。実は、当社
社員も在籍しております☆知っている顔
がいるかも！？あなたの身近にもホッケー
選手が！！ぜひ応援してください。

西武ガス秋のガスまつり・イベントは、新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止させていただくことになりました。
替わりに『創立60周年記念お客様感謝セール』を10月11日～ 10月24日まで開催させていただきます！！

◎ご来店の際にはマスクの着用と感謝セールご案内状をお忘れなく！！心よりお待ちしております。
■2022年西武ガスカレンダーも店頭にて配布いたします。無くなり次第終了とさせていただきます。

お か げ さ ま で 60 周 年お か げ さ ま で 60 周 年
日ごろ、西武ガスをご利用いただきまことにありがとうございます。

当社は本年９月に創立60周年を迎える事が出来ました。

これもひとえに皆様のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いた

しております。つきましては、創立60周年記念お客様感謝セール

を企画いたしました。よろしくお願い申し上げます。
本社旧社屋（昭和53年） 本社工場（昭和37年）

原町会館でのガス展（平成5年）原町会館でのガス展（平成5年）第2回ガス器具展示即売会（昭和46年）春のガスまつり（令和１年）

決勝はかなりの接戦！！お互い
一歩も譲らず…GKとの一対一
を5名で行うSO戦までもつれ
込み、緊迫したギリギリの戦い
の中での勝利でした！！

一度使うと手放せない！好評のガス衣類乾燥機『乾太くん』・住宅設備機器(システムバス、システムキッチン、
洗面化粧台、トイレ、水回り機器）・畳の張替えのご相談もお任せください。また、給湯器付き風呂釜をご購入
のお客様に「安心長期保証7年～」をお付けいたします。詳しくは後日お届けしますご案内状をご覧ください。

本誌お店紹介の『芋はん』芋ほり体験を２０組（小学生までのお子様と保護者の方）ご招待！！
【詳細・お申込み】10月11日～10月24日、当社ショールームまでご来店ください。プレゼント企画プレゼント企画
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★★★★★★★★

創 立 6 0 周 年 記 念創 立 6 0 周 年 記 念

おお客客様様 セセーールル感感謝謝



人気 NO1 
べにはるか芋はんでは、焼き芋にして美味しい品種 9 種類

を栽培し焼き芋、生芋、アイス、干し芋、苗など
を販売しています。以前は飯能銀座商店街「日替
わりシェフレストラン」で営業していましたが、
現在は双柳の畑で営業しています。

なっ、なんと 1 株に 15 本ついていた！と
大喜びの鈴木さん

☆ Let's チエック☆

9種類の中からお気に入りを
見つけるのも楽しい♪
★焼き芋
Sサイズ150円（税込）～

★干し芋
大袋700円  小袋500円（税込)

★まるごとやきいもアイス
香料、着色料不使用です。
すっきりとした自然の甘さで
お子さまにも安心です。
各種432円（税込）

★オリジナルコーヒー
ドリップパック各種150円(税込)

焼き芋に合うコーヒー！！
ぜひ焼き芋と一緒に
お楽しみください。

飯能の人気のお店

HP にてネット販売も
やってます！！
MASUZU 株式会社
masuzu.localinfo.jp/

詐欺被害に合わないために確認・相談をすることが大事！

確認と相談をする習慣を身につけましょう！
◆電話をかけなおして確認する。◆警察や話しやすい人に相談する。

急増中！！ご注意ください！！

STOP!! 振り込め詐欺 !!

息子息子？？

ちょっと待ってちょっと待って
その電話！！その電話！！

還付金？還付金？

飯能警察署  042-972-0110

作り方

材料（4人分）

使用調理器具
パロマ
ラ・クックグランラ・クックグラン

簡単調理

①鮭は4等分に切り、塩・こしょうを

ふり、　小麦粉を軽く塗ります。

②ラ・クックグランに①とブロッコリー

を並べAをかけて加熱します。

鮭(切り身) ……………………4切れ

ブロッコリー…………………1/2株100g

(子房に分ける)

塩・こしょう…………………各少々

小麦粉…………………………適量

にんにく…………………1/2かけ分

しょうゆ…………………大さじ2

バター……………………10g

こんにちは!!開幕に向けチーム
は日々トレーニングを重ねてい
ます。地域の皆さまに愛される
クラブを目指し、応援していた
だけるよう頑張りますので「ちふ
れ」＝「女子サッカー」と覚えてい
ただけたら嬉しいです！そしてぜ
ひスタジアムに起こしください。

山本キャプテンからメッセージ

ガス機器メーカーやガス会社を装って無料で給湯器の点検を勧めてくる「点検商法」
の事例が発生しています。当社エリアでも「電話があった」「突然点検された」等
の問合せが増えておりますので、十分ご注意ください。

『ちふれASエルフェン埼玉』を応援しよう！

・｢無料点検｣「キャンペーン」などと言ってくる
・不安をあおるような言葉を投げかけてくる
・今なら安くすると契約を急かしてくる

女子プロサッカーリーグ『WEリーグ』が開幕!!

火加減：上火/弱
下火/弱

加熱時間：8分

こんな時は気をつけて！！

ご心配の時は
当社までご連絡ください TEL 042-973-2768

A

ベニアズマ

ベニアズマ
ほくほく系代表格 
繊維質が少なく
天ぷら、コロッケなど
にも合います。

ハロウィンスイート
ねっとり系で
なめらかな舌触りと
後口に残らない
上品な甘み。

ふくむらさき
しっとり系で糖度が高く
食味が優れています。

ハロウィンスイート

ふくむらさき

～鮭とブロッコリーのバターしょうゆソテー～～鮭とブロッコリーのバターしょうゆソテー～
パロマ ラ・クックグランで作る簡単レシピ♪

バターしょうゆで
香ばしく出来上がり。
お弁当にもぴったり！

住　　所
T　E　L
営業日時

駐 車 場

飯能市双柳1307
080-2124-1726
火・水・土曜日
AM11:00 ～ PM16:00
4台

芋はん・
畑の直売店

一度食べたら一度食べたら
"と・り・こ" になる"と・り・こ" になる

美味しい美味しい
さつまいも専門店さつまいも専門店

豊かな甘みに感激 !!豊かな甘みに感激 !!
お芋を食べてお芋を食べて
今日も元気♪今日も元気♪

食べ比べしてみよう！！

しっとり、ほくほく、
ねっとり、
どの食感が
お好み？

さつまいも品種

・べにはるか　・シルクスィート 

・ベニアズマ　・あいこまち

・からゆたか　・ふくむらさき

・ハロウィンスイート　・太白

・しろほろり

各種一袋300円(税込)
2 ～ 10㎏までの箱売りも
あります。

生芋販売

【収穫体験】 ☆11月3日㈬㈷
☆11月6日㈯

時間　10時～ 12時
料金　一株500円(税込)
お申込み/お問合せ
masuzu299@gmail.com
080-2124-1726（鈴木）
電話でのお申込み、お問合せ  9:00 ～ 17:00
◎氏名と収穫希望株数（1株500円）を連絡してね！

無農薬栽培のさつまいもの
収穫が体験できます。

さらに炙って食べるのも
美味しいそうですよ。
食べだしたら
止まらない～♪

全国発送

大好評

ぽかぽか保育園
ニットー冷熱

コンビニ

コンビニ

飯能看護
専門学校

芋はん・畑の直売店

飯能警察署 R299

飯能ゴルフ
クラブ

畑の隣にお店があります

大人
気！

大人
気！

体験しよう！！



　　　　　　　

ＬＬＩＩＮＮＥＥ公公式式アアカカウウンントト  

ははじじめめままししたた！！  

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」より、 

「ＱＲコード」で登録お願いします‼ 

西武ガスご利用の企業様ご紹介
発酵の力を体験しよう！

『パリシャキ研究所』『パリシャキ研究所』

『ご飯がススムキムチ』づくり『ご飯がススムキムチ』づくり

今回ご紹介するのは天覧山の麓、能仁寺敷地内に昨年誕生した発酵食品のテーマパーク、『OH!!! ～発酵、
健康、食の魔法 !!! ～』様♪昨年 Vol.40 でも紹介したところ大変ご好評いただきましたので、今回は施
設の一つ『パリシャキ研究所』のワークショップを体験してきたのでご報告させていただきます！

研究所に入るとそれぞれの作業台に塩漬けされた白菜とヤ
ンニョム※、そして調味料達がお洒落な容器に入ってズラ
リ♪使い切れませんね（笑）。当日は満員で、若い仲良し組
さんやお子様連れ、熟年ご夫婦など参加者は老若男女問わ
ずいらっしゃいました♪

※ヤンニョム ：韓国の合わせ調味料の総称。今回は工場から直送された
　『ご飯がススムキムチ 』 のヤンニョムです♪

株式会社 OH
菅野 詩歩 様

まずはお勉強。講師の信田先生の軽快なトークでキムチ
の歴史・開発秘話・生産から工場での加工工程など興味
深いお話を楽しく学べました♪各調味料の効果や使い方、
失敗事例などをユーモアを交えながら教えていただきま
した。

食品用のアルコールスプレーやビニール手袋、随時換気
されている開放的な空間などコロナ対策にもすごく気を
遣っていただいるのが伝わります♪

いよいよ開始！ニンニクやはちみつなど主張の強いものは入
れ過ぎるとそのものだけの味に支配され NG、全ての調味料
をチョットずつ使う方もいるそうです♪混ぜ方でも白菜の食
感が全然違うとのこと！当社も三者三様の作り方で黙々と作
業しました♪

さぁ実食‼セレクトショップ『八幡屋（やわたや）』のキ
ムチも加わり３種類を食べ比べさせていただきました♪ 
どれも美味しかったのですが『全然違う！』目隠しして食
べても絶対間違えない程の差がありビックリでした。

OH!!! ～発酵、健康、食の魔法 !!! ～がオープンしてから
もうすぐ 1 年が経ちます。無事１周年を迎えることができ
るのも、お客様をはじめ皆様からのご厚意・ご支援のおか
げです！この場をお借りして感謝申し上げます。これから
も皆様に笑顔になっていただけるサービスをご提供できま
すよう、日々取り組んでまいります。

研究所の壁際にはいくつものフォ
トスポットが設置されています！ラ
ベルを巻いた世界に一つだけのオ
リジナル 『ご飯がススムキムチ』 を
完成させ撮影を楽しみ終了～♪
ありがとうございました～♪

①日替わりミニ講義（キムチの歴史・開発秘話など）①日替わりミニ講義（キムチの歴史・開発秘話など）
②オリジナルキムチの作り方説明②オリジナルキムチの作り方説明

③手洗い、準備

オリジ ナ ル

（ヤンニョムの味付け→
白菜と混合→パック詰め）

④キムチづくり開始！④キムチづくり開始！

お陰さまで、自宅に持ち帰ったところ家族が大絶賛のガッツリ系のキムチに仕上がりました♪また、日が経つにつれて
味わいも変わってくるという発見もありました！ただやっぱりあの甘くて他には無い味わいの 『 ご飯がススムキムチ 』 
が食べたくなりますね（社員Ｙ）♪激辛大好きの社員Ｍはデスソースやハバネロ、パラペーニョ などの劇物（？）をたっ
ぷり！だけど何だか味に納得がいかなかったようで、もう一回参加するそうです（笑）♪

『 パリシャキ研究所 』 、皆様もぜひ参加してみてくださいね～♪

⑥Q＆A（質問タイム）⑥Q＆A（質問タイム）
⑦⑦ラベルを巻いて製品化、記念撮影などをして準備のできた方から解散！ラベルを巻いて製品化、記念撮影などをして準備のできた方から解散！

OH !!! の菅野様にメッセージをいただきました♪OH !!! の菅野様にメッセージをいただきました♪

OH!!!
〒357-0063 埼玉県飯能市飯能 1333
042-975-7001 （総合案内）
042-975-7771 （レストラン）
https://www.ohhanno.jp
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

　
社員Ｙのレシピ

【各少々】
粉 末 唐 辛 子・ ニ ン ニ ク・
しょうが・糀甘酒・醤油・ 
ごま油・山椒・マーマレード・
リンゴ・赤ワインビネガー

【各多め】
粗挽き唐辛子・ごま・かつ
お節・スルメ

発酵の力を体験しよう！「パリシャキ研究所」
オリジナルキムチ・ぬか床づくりなど発酵ワークショップ・イベント
を開催！発酵調味料を使った料理教室やクラフト教室、OH!!!×能仁
寺の修行体験にも挑戦してみませんか？

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」より、

「QRコード」で登録お願いします‼

③手洗い、準備③手洗い、準備

⑤⑤キムチ３種類の食べ比べ（白いご飯付き）キムチ３種類の食べ比べ（白いご飯付き）

八幡屋のキムチ

ご飯がススムキムチ

オリジナルキムチ

作ったキムチは
お持ち帰り

できまーす♪

甘い中にも辛さと旨味をさ
らに加えようと試行錯誤し
ながらなんとか完成っ‼

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。

　　「エコくらぶ」は肩がこらない記事なのでとて
も楽しいです。まちがいをさがそう！コーナーは
大好きです。

川寺　Ｙ様　男性

　　先日プロパンガスから都市ガスの切替工事を
していただきました。今まではお風呂は灯油で沸
かしていましたが、これを機会にお風呂もガスで
沸かすように変更しました。灯油でお風呂を沸か
すために頻繁にガソリンスタンドに買いに行って
いましたが、現在はそんな手間もなくなりました。
ガスに切替えて本当に助かっています。

青木　S様　女性

　　飯能にはたくさんのおだんごやさんがある
のですね。季節もよくなってきたのでお出かけし
てそれぞれのお店のおだんごを食べ比べてみたい
です。楽しみが増えました。

双柳　Ｋ様　女性

　　飯能「だんご」めぐりの記事をみて私は地元住
民ですが、案外知らないお店もあることを知りま
した。時間を見つけて今度行ってみようと思いま
す。また、「ガス屋さんの豆知識」で、電池の使い
分けについてとてもわかりやすく書いてあり参考
になりました。次回も楽しみにしています。 

本町Ｋ様　女性

　　息子が小学1年生になりました。交通安全ルー
ルをドライバー向けと歩行者向けの双方に対して
呼びかけてくれたことがとてもよかったです。「お
互い様」っていいなと思いました。事故が減りま
すように・・・・

栄町　Ｈ様　女性

『パリシャキ研究所』では発酵の力を体験できる、たくさんのワークショップが開催されています！原則
事前予約が必要ですが、キャンセルが出たら当日受付もしてもらえるみたいです♪今回参加したワーク
ショップは世界で一つだけのオリジナル『ご飯がススムキムチ』づくり！受講料はお手頃 1,500 円 / 人（税
込）でこの日は満席でした！当社は３人で参加させていただきました♪実際のスケジュールの順番通りご
紹介いたします。料理素人のガス屋のオジサン達が果たしてどんなキムチに仕上げるのでしょうか！！？



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。

換気扇は油でギトギト、触るとネッチョリ、気分の良いものではありません。換気扇は油がゆるみ、汚れが取れやすい時期にお掃除するのがオスス
メです。冬になって寒くなると油が固まり掃除がやりにくくなってきます。本格的な寒さが来る前に一度お掃除に踏み切ってみてはいかがですか？

次回の発行は2022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118通、正解70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

換気扇のお掃除換気扇のお掃除

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（10月29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

10月10日 消印有効

～ギトギト油の換気扇をすっきりと～

換気扇の主な掃除場所は「換気扇の外側」、「フィルター」、「ファン」です。汚れレベルとしては、順に、軽度、中度、重度といったところでしょうか。
掃除の手順としてはフィルターとファンを取り外し、洗剤につける→外側のフード部分を掃除する→フィルター、ファンを洗う→フィルター、ファンをしっかり乾かし、
元に戻します。今回はその中でもフィルター、ファンのお掃除のやり方をお伝えします。

①細かい隙間が多いフィルター・ファンを外してホット重曹水へつけ置く。

つけ置き洗いする時は、シンクにビニール袋（大きいサイズ）を入れてその中にホット重曹
水を作りつけ置きをするとシンクが汚れません。ホット重曹水は、ビニールの中に40℃～
45℃のお湯を入れ、重曹を加えて溶かす。目安分量は、お湯10リットルに対し重曹500g。

②15分以上つけ置きしたらビニールのはしを切って
排水口へ水を流し、歯ブラシなどで汚れを落とす。

③水洗いの後、布切れで拭きあげて完了！

油汚れがひどくなると、思わず気づかないふりをしたくなる換気扇。汚い換気扇は衛生的にも悪いですが、電気代も余計にかかってしまいます。また、故障の原因にもなりかね
ません。換気扇は定期的にお掃除することをオススメします。今回ご紹介したやり方で簡単に汚れが落ちるので、是非試してみてくださいね。

長期使用製品安全点検制度により給湯器のリモコンに『888』または
『88』と表示された場合、異常や故障をお知らせするものではなく、
お使いの器具が一般的に10年相当経過した事をお知らせする表示で
す。下記の対応にてお願いいたします。

①メーカーのあんしん点検を受ける（有償）
②メーカーのコールセンターへ連絡し表示を消す方法を確認する

各ガス機器メーカー連絡先
・リンナイ 0120-493-110　・ノーリツ 0120-911-026　・パロマ 0120-378-860

※製品を長く使用していると、経年劣化により安全上支障を生じ事故に至る場合があります。事
故を未然に防止するためガス機器メーカーでは点検を推進するとともに、製品に点検お知らせ
機能を搭載し安全に取り組んでいます。

お米………………………………2合

ベーコン…………………………4枚 （細切りにする）

玉ねぎ……………………………1/2個 （みじんぎり）

キャベツ…………………………4枚 （1口大に切る）、

バルメザンチーズ………………適量

カットトマト缶……………１/2缶

水………………………… 600㏄

固形ブイヨン………………1個
（細かく刻んでおく）

バジル

材料（4人分） 調理時間（30分）

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。

トマト缶を使って、簡単＆時短！身近な素材が絶品メニューに変身！

ガスコンロの自動炊飯機能レシピ
～トマトリゾット～

シロッコタイプ換気扇の場合

換気扇は定期的にお掃除を！

あんしん点検表示について

リモコンに「888」または「88」が表示された時は・・・？

※最近の換気扇は従来よりもお手入れが少なくて済むタイプのものもあります。ご興味ある方はぜひ当社までお問合せください！

あると便利あると便利

歯ブラシ歯ブラシ

①米を洗って、ざるに上げておく。

②炊飯鍋に、洗った米、Ａ、ベーコン、玉ねぎ、

キャベツを入れる。

③炊飯スイッチを押し、炊飯モードで炊く。

④炊き上がったら、粉チーズをふる。

⑤バジルを添える。

A

表示例 安全使用のお願い安全使用のお願い
室内でガス機器をお使いの時は換気扇を
回すか窓を開けて換気をしてください

キッチンでコンロや小型湯沸器の使用中は、 
必ず換気扇を回すか、窓を開けて換気をしま
しょう。※ただし、煙突のある開放式の湯沸
器・風呂がまでお風呂を沸かしているときや
シャワーを使っているときに、台所の換気扇
などを使用すると、風呂がまの排気が浴室
内などに逆流し、一酸化炭素中毒をおこす場
合があります。同時使用は避けてください。
お部屋でガスストーブの使用中は、30分に
1回程度、新鮮な 空気に入れ替えましょう。

布を巻いたワリバシも
オススメ！


