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豊かで潤いのある暮らし

芋畑

上記セール期間中ご来場いただいた方へ抽選で、芋はんの『芋掘り体験』20組ご招待！
対　象：小学生までのお子さまと保護者の方２名１組(詳細はショールムにて)
体験日：① 10月30日(日)　② 11月3日(木)(祝日)の2日間
たくさんのご応募お待ちしてます。

名様にに
LINE公式アカウントの友だち登録すると

定期的にお得な情報を
配信します！

友だち限定のセールや
クーポンを企画・配信

スマホで手軽にご利用
明細を確認！

ガス機器の豆知識など
クイズも交えてお届け！

☆ 上田珈琲豆焙煎堂さま《オリジナルブレンド200ｇ》
☆ 《オリジナル"ご飯がススムキムチ"づくり》の体験 OH!!!さま

気になるプレゼントは!!気になるプレゼントは!!

など他にも人気ショップのプレゼントを配信するよ～ !!ぜひお友だちになってくださいね～。

西武ガス
LINE公式アカウント

2022年7月、山梨県で関東地区予選会が行われました。出場チーム
は埼玉県、山梨県、神奈川県、東京都2チームの全5チームで熱い戦い
が繰り広げられました！！

社会人女子ホッケーチーム『H･F･C-HANNO』社会人女子ホッケーチーム『H･F･C-HANNO』
ホッケー・フレンドクラブ・はんのう

HFC-HANNOは2022年9月に行われるプ
ライマリーラウンドに出場します！
地元の皆様の
応援をどうぞ
よろしく
お願いします
(^-^)
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プレゼント企画プレゼント企画

期間：期間：10月14日10月14日（金）（金）～～10月21日10月21日（金）（金）9：009：00～～16：0016：00
会場：西武ガス本社ショールーム　(飯能市双柳373番地15)会場：西武ガス本社ショールーム　(飯能市双柳373番地15)

試 合 結 果
7月16日（土）
10時～　ブルーウィングス(神奈川) 対 山梨クラブ（山梨)（0 - 7）
12時～　メトロＭIＸ(東京) 対 東京ヴェルディ (東京)（0 - 5）
14時～　HFC-HANNO(埼玉) 対 山梨クラブ(山梨)（1 - 1 SO 4 - 2）
7月17日（日）
9時30分～　3位決定戦　山梨クラブ(山梨) 対 メトロMIX(東京)（2 - 0）
11時～　　 決勝戦　HFC-HANNO(埼玉) 対 東京ヴェルディ (東京)（0 - 1）

最 終 順 位
1位  東京ヴェルディ　2位  HFC-HANNO　3位  山梨クラブ

詳細は西武ガスHPまたは LINEでもご確認できます。

ホームページ LINE

弊社の新しい仲間を紹介します！
今年4月に入社しました佐野優水
です。3か月の研修期間を終えて、
総務部　総務グループに配属とな
りました。小学生からホッケーを
はじめ高校、大学と日々練習に励
みました。ようやく地元の「HFC-

HANNO」でプレーすることができます。日々、学
ぶことを忘れずに何事にも精一杯務めて参ります
ので、よろしくお願いします。

開催
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あら～ほんとぉ～あら～ほんとぉ～
うちはうちはキッチンキッチンをを

リフォームリフォームしたいのよ～したいのよ～

そうね！あら？！そうね！あら？！
畳のはりかえ畳のはりかえもも
やってるわよ！やってるわよ！

見て、触れて見て、触れて
色々相談してみましょうよ～色々相談してみましょうよ～

そしたらそしたら

感謝セール感謝セールにに
行ってみない？行ってみない？

感謝セールの感謝セールの
ご案内状ご案内状をを

持って行かなくちゃ！持って行かなくちゃ！

トイレトイレもも
最新最新にしたいわ！にしたいわ！
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西武ガスで西武ガスで感謝セール感謝セールだって～だって～

各メーカーの最新ガス機器から住宅設備機器の展示、温水浴室暖房の体験など、各メーカーの最新ガス機器から住宅設備機器の展示、温水浴室暖房の体験など、

ぜひ、来て！見て！触れて！実感してください。ぜひ、来て！見て！触れて！実感してください。
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、畳の張替えシステムバス･システムキッチン･洗面化粧台･トイレ･他水回り、畳の張替えなどなど

◎ご来場の際にはマスク着用の上、後日お届けします名前入り『お客様感謝セール』のご案内状をお持ちください。◎ご来場の際にはマスク着用の上、後日お届けします名前入り『お客様感謝セール』のご案内状をお持ちください。
※2023年カレンダーをプレゼントいたします！※2023年カレンダーをプレゼントいたします！

ご案内状を要チェック！！ご案内状を要チェック！！ご相談もお任せください。期間中ご相談もお任せください。期間中3つ3つのお得な特典もあります。のお得な特典もあります。



（写真左から）東京ガス株式会社広域エネルギー事業部長  馬場 敏様、　飯能市副市長  町田 守弘様、
西武ガス  加藤 正幸

創業から50年以上愛されて
いるトラヤのトラちゃんが
お出迎え。かわいいなぁ。

本格カレーとコーヒーが自慢です。
ほかのフード＆ドリンクも子供の頃に食べた、
とにかく懐かしくて大好きな味！
若い方には「昭和レトロ」と話題の
大人が楽しめる洋食屋さん。

「カーボンニュートラルのまちづくりに向けた包括連携協定」を締結しました

住　　所
T　E　L
営業時間

定 休 日

飯能市八幡町5-4グリーンヒル１F
042-973-2963
11：30 ～ 15：00 
17：00 ～ 22：00
※時間変更がある場合があります。 
木曜日

飯能の人気のお店

たまねぎ・ピーマン・ハムなどが
入った昔ながらのナポリタン。

甘みがある懐かしい家庭的な味。

やさしい甘さとシンプルさが
魅力。しっかりとした食感の

正統派ホットケーキ。
素朴さがいいです。

★ホットケーキ　￥400- 税込

★スパゲティナポリタン　￥600- 税込

トラちゃんステッカートラちゃんステッカー
販売中！販売中！

飯能市（市長：新井 重治）、西武ガス株式会社（代表取締役社長：加藤 正幸）、東京ガス株式会社（代表執行役社長：内田 高史）は、令和4年8月10日、「カー

ボンニュートラルのまちづくりに向けた包括連携協定」（以下、「本協定」）を締結しました。

本協定は、飯能市、西武ガス及び都市ガス卸供給元である東京ガスの3者が相互に連携し、脱炭素社会に関する知見や技術を活用し、「脱炭素のまちづくり」

を目指すものです。今後3者は、連携事項に基づき定期的な協議を通じ、具体的な実施内容を決定していきます。

西武ガスといたしましては埼玉県西部地域まちづくり協議会（所沢市、狭山市、入間市、日高市、飯能市）で令和3年2月15日宣言したゼロカーボンシティ

共同宣言の取組みに賛同すると共に飯能市および地域との連携を強化し、カーボンニュートラルシティに向けた新たな街づくりに貢献してまいります。

また、創立以来６０年以上にわたり、飯能市の皆さまに支えられてきた会社です。今後も地域密着のガス事業者としてさらにお客さまに選ばれる会社とな

るよう、本日の協定を機に連携を一層強化し、持続可能な街づくりに努めてまいります。自社だけでは実施できないさまざまな活動に取り組むことにより、

飯能市が掲げるオンリーワン・ナンバーワンの森林文化都市へ向け協働してまいります。

連携の
3 つの柱

飯能市

西武ガス 東京ガス

包括連携協定イメージ

レジリエンス
地域の防災機能強化に関
する取組み

地域共創
環境エネルギー教育や食
育、専門的人材の支援強
化、地域資源の好循環サ
イクル検討、地域の魅力
発信など地域活性化に貢
献する取組み

カーボンニュートラル
エネルギーの地産地消や
低炭素エネルギーの供給、
データ活用によるエネル
ギー最適化などカーボン
ニュートラルシティ実現
に向けた取組み

セットはサラダ・ドリンク付き
￥1,230- 税込

六道からお引越し。
人気のお店がさらに
身近になりました。

＃昭和レトロ

北裏通り

青梅飯能線
飯能銀座商店街

飯能信用金庫
飯能中央支店

飯
高
通
り

★カラ揚げカレー ￥800- 税込

豚挽肉使用の一晩ねかせたルーはコクが

あり口当たりがよいです。サクッと揚げ

たカラ揚げはカレーとの相性が抜群！温

かみが感じられるカレーです。

単品カレーライスは500円～。

★生グレープフルーツ
ジュース100％　￥440- 税込

甘酸っぱくて果肉も
た～っぷり、しぼりたて。
♫フレッシュ！フレッシュ！

フレ～ッシュ♪

★チョコレートパフェ￥550-税込

フルーツいっぱいの
チョコレートパフェ。

メニュー選びが楽しい～。
お食事は大盛りもできます。

各種150円増し。

コーヒー＆
カレー

◎駐車場は近くの有料駐車場をお使いください。

綺麗なエメラルドグリーンの
ソーダ水にバニラアイスと

生クリームが盛ってある～。
この味は70‘ｓに

タイムスリップ～。

★クリームソーダ　￥480- 税込
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Side A 33⅓ STEREO

1. New awakening
2. The beginning of the day

3. Late lunch
4. Heartwarming Supper

5. Invitation to quiet sleep

店内は70'sの洋楽が心地よく流
れ、とてもリラックスできます。
駐車場はありませんので近くの
有料Ｐをご利用いただくか、“街
中さんぽ”気分で出かけてみては
いかがでしょうか。

チーズたっぷりで
ボリューム満点。

ライス・ルー・チーズ
3層のバランスが絶妙です！

★カレードリア　￥750- 税込

広小路

トラヤ

人気

酸味があるスッキリとした
コーヒーにたっぷり乗った甘い
ホイップクリームが合います!!

あ～、おいしい♪
心も癒される味わいです。

★ウィンナーコーヒー　￥500- 税込



　　　　　　　

飯能市は東京都心から40～60km圏内という近さながら、市の約4
分の3が森林に覆われ、豊かな自然に恵まれた地域で、歴史や文化
があり、人々の暮らしは森林と共に育まれてきました。　市内には
森と自然を感じながら散策できるハイキングコースや、子どもたち
が木製の遊具で楽しめる公園、ヒノキ等を使用したかわいらしい小
物・インテリア等を扱う工芸品のお店や、オリジナルの家具や小物
などの木製品の製作体験ができる工房など、木と森を身近に感じら
れるところがいっぱいです。近年では、森の中で自然と一体になれ
るキャンプ場やバーベキュー場の人気も高まっているようですね♪
そこで今回は地域ブランド『西川材』についてちょっと触れてみた
いと思います。

森林認証制度は、独立した各第三者機関が定めた基準に基づいて適切に管理された
森林と、そこから切り出される木材の加工や流通に証明（認証）を発行し、ラベルを
付けることで森林を守りながら持続可能な仕組みで木材を提供する制度です。認証
ラベルが張られた木材や、その木材から作られた木材製品を、環境に優しいブラン
ド木として選ぶことは、持続的な森林育成、加工、流通のサイクルを築き上げてい
く事になり、木を使う企業や消費者も一緒に森を守ることにつながります。

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‼

友だち追加

森林文化香る飯能「西川材」森林文化香る飯能「西川材」

西川材のブランド化と普及を目指し、
飯能市森林認証協議会の設立
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このような活動もほんの一部です。飯能市だけでなく西川材に関わる企業や自治体が連携して様々な活動をされています。地域ブランド
『西川材』を広げ、現在の私たちから未来の次の世代にも豊かな森林をつなげていく活動を皆様応援よろしくお願いいたします！

西川林業地は、飯能市、日高市、毛呂山町、越生町に及びます。江戸時代、この地域か
ら木材を筏（いかだ）を組んで川に流して江戸へ運んでいたことから、「江戸(東京)の西の
川からくる木材」という意味で、この地域のスギやヒノキなどを中心とした木材を「西川
材」、その生産地を「西川林業地」と呼ぶようになったそうです。この地域の風土がスギや
ヒノキの生育に適しているとともに、人々が枝打ちや間伐など丁寧に手入れを重ねてきた
ことにより、西川材は木材の色、艶が良く、年輪が緻密で節の少ない木材として知られ
ています。そして平成21年には、地域ブランド「西川材」として商標登録されました。

木育（もくいく）は、平成16年北海道で生まれた言葉
であり、木や森の良さや特性を生かした新しい教育
活動だそうです。「木とふれあい、木に学び、木と生
きる」ことで示されるように、木や森と身近にふれあうことを通じて、森林や環境の
問題を主体的に考える市民を育てることが大きな目標となっています。埼玉県内で
も、埼玉県、埼玉県木材協会などが「木とのふれあい祭」を開催し、市民の木や森と
のふれあい活動を推進しているほかに、秩父市、飯能市、ときがわ町、川島町など
で多様な木育の実践が進められています。

埼玉木育フォーラムの活動

6歳になったら机を作ろう in 飯能

『プロジェクト森林認証』で完成した飯能商工会議所
です。株式会社サカモトさまが製作した『格子状耐力
壁』です。ガラス越しに格子状に見えるものが森林認
証材のヒノキのフレーム壁です。

㈱サカモトさまのオリジナルブランド『ＫＡＤＯＵ』です。西川材森林認証家
具です。実物をみせていただきましたが、職人技に惚れ惚れします。

飯能市には、古くから大切に守られてきた森林などの自然環境がたくさんありますね。幼少期に天覧山や飯能河原
で遊んだことは今でも貴重な思い出です。地域の木工所として、西川材や地域を支えている皆さまと共に、これか
らも飯能を盛り上げていきたいと思います。

当記事の制作にあたり、㈱サカモト副社長の坂本幸さまに西川材の写真素材等をご提供いただきました♪お忙しい中、ありがとうございました。

上記協議会・フォーラムの会員でもある株式会社サカモトさまをちょっとご紹介♪

㈱サカモトさまといえ
ばやっぱり天然木壁紙

『ウッドピール』。天然木材を世界最高水準で極薄にした内装用壁装材
です。不燃認定も取得しているので、公共施設など多くの場所で見か
けます。飯能市立図書館に行くことがありましたら天井を見上げてみ
てください♪

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。

　　ガス乾燥機乾太くんを愛用しています。小学生

の子供達が日曜日の夜に体操着を出してきても笑っ

て許せますね。ありがとう乾太くん！

山手町　Y様　40代

　　お酒大好き年寄り夫婦です。やまね酒造様の

どぶろくは美味しそうです。今度娘が一緒に買い

に行ってくれると楽しみです。今回のまちがい探

しは2人で考えましたが1か所だけわからずに悩み

ました。頭の体操、ボケ防止に役立ち助かります。

ありがとうございます。

前ケ貫　I様　80代

　　4月から子供が第一小に入学しました。コロ

ナが落ちつきイベントも少しずつ 増 え ま し た。

お友達との交流もたくさん経験し、元気で健やか

に育ってほしいです。

仲町　Ａ様　40代

　　NIKUDON  HONPOが気になっていたので、

特集で知ることができてよかったです。じゃがい

ものポタージュをお母さんが作ってくれました。

「簡単にできた！」と喜んでいました。

 中山　Rちゃん　11歳

　　コロナ禍で好きな旅行にも行けず、最近は大好

きなお風呂に入浴剤を入れて「いい湯だな」を口遊み

ながら癒しの場となっています。そこは、まるで全

国の温泉地へ行ったようで幸せな気分にもなります。

川寺　T様　70代



10月11日

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。

皆様のご好評により乾燥機の第二弾が実現しました！お安い買い物ではないのですが、
金額以上の働きをしてくれる乾太くん！購入に踏み切れない方も沢山いるかと思いま
す。工事って実際どんなことをするんだろう？？な疑問にお答えしたいと思い、今回は
戸建て新築Y様邸のご協力により工事の工程をご紹介します。

次回の発行は2023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99通、正解96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

ガス乾燥機  乾太くんのガス乾燥機  乾太くんの施工例施工例

はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、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

2022年

当選者には（10月28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

消印有効

～ガス乾燥機ってホントはどうなの？～

さつまいも……………………………………中１本

砂糖……………………………………大さじ3

水………………………………………大さじ2

揚げ油………………………………………適量

黒ゴマ

④バットの上にのせ余分な油をきる。

⑤別のお鍋にAを入れ火にかける。

　キャラメル色になるくらいまで少し煮詰める。	

④を入れ全体に絡める。

⑥オーブンシートの上に重ならないように並べ黒

ゴマを振り乾かす。

タイマー4分設定(※さつまいもの大きさに
よりタイマー時間は異なります)

①さつまいもを5ｍｍ角の細切りにし、10分位水に

さらす。

②①を水切りし、キッチンペーパーでよく水気を

とる。	

③天ぷら鍋をコンロにのせ、油を入れ温度調節ス

イッチを押す。

材　料

作り方

芋けんぴは、アイスクリームのトッピングにもぴったり♪ 
冷たいバニラアイスと芋けんぴのザクザク食感が絶妙です！

温度調節機能レシピ 
芋けんぴ
～アイスクリーム添え～

芋けんぴ～アイスクリーム添え～  調理時間 10分

A

排湿口干す手間が減り、負担感から解放され、家事の時短にめちゃくちゃ
役立ってる。仕上がりも申し分なく、ふわっとした仕上がり。
音も気にならず、夜中でも気を遣わずに使うことができる。
工事時間も思ったより短くて、半日程度でした。
乾燥機設置してよかった！さいこーーー！！！！

実際に工事の工程を体験し、
その後の使用感はどうでしたか？

Y様からコメントを
いただきました

工事前の様子。
通常のお宅はこんな感じですね。どこに設置
しようかなと迷いどころ。

乾燥機を置く
台が設置され
ました。こうな
るとなんとな
くイメージが
付きますね！

乾燥機が台の
上に乗りまし
た！！これで使
えるかと思っ
たらアレ？排
湿の穴が必要
なんだって。

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。

がらーんとした脱衣所がらーんとした脱衣所

洗濯機が開く高さに洗濯機が開く高さに
置台を設置するよ置台を設置するよ

ピタッとおさまった！ピタッとおさまった！

乾太くんがカッコイイ♥乾太くんがカッコイイ♥

取付完了！取付完了！

全自動洗濯乾燥機
（ヒーター式）

天日干し

穴をあけた様子
仕上がり！！
キレイになりました

乾燥機からの排気はきちんと外に排出さ
れて湿気ともおさらば！
これで時短生活の始まり始まり～～！

ジャジャーン！！完成しましたジャジャーン！！完成しました

温度調節スイッチを押し、180℃に設定。

設定温度のお知らせが
あったら、さつまいも
を入れる。

（仕上がりの目安）

・	気泡が少なくなりカラッとする
・	きつね色になる

乾太くんは、どうやって乾太くんは、どうやって
取り付けるの？？取り付けるの？？

ガスコンセントはガスコンセントは
ココ！！ココ！！

南町 Y 様邸 工事の様子

外の穴の様子はこんな感じ。おうちの壁に
穴が開くのはちょっとドキドキしますが、
防水もしてくれてきれいになりました。


