秩父 ガ ス だ よ り
回

からだに優しい白菜を
沢山食べましょう

〈柿なます〉

日︵ 月 ︶

保安勉強会開催

月

行いました︒当社

に保 安 勉 強 会を

の ガス主 任 技 術

者 であ る 関 口 次

器を設置するのが一番です。

ついうっかりを経験しているお客様も多いと思いますが、
つ

いうっかりのガス事故を防ぐためにもぜひ設置をおすすめしま

す。
当社の警報器は1台でガス漏れ、火災、一酸化炭素を感知す

る機能となっていてより安心安全です。

複合型警報器

売渡 ￥11,500

リース ￥262／月
［5年間］

ガス屋さんの安心リフォーム
Before

After

▶▶▶

換気扇等のプチリフォームから大々的な改

猛吹雪も一旦おさまると、そこは純白な
銀世界へと変わり、積雪の自然が醸し
出す妖艶な女体や、華やかに花を咲か
せた冬木等が現われます。広大な白の
スペースの一部分をモノクロ印画に表
現してみました。

修までお家のことなら何でもご相談ください。
見積は無料でさせていただきますので他社

と比較してみてください。

連絡お待ちしております。

●銘仙トークイベント
●羽織レンタル

3Ｆ／美術サロン

●銘仙小物販売

決算手芸用品＆生地
大バーゲン

●小物作り体験

●絹糸ひき実演

※最終日は、5時閉場。

など

ガスと電気のセット割で、
電気料金がおトクになります!

決算タオル雑貨バーゲン

■2/24㈭〜3/7㈪ ※最終日は、5時閉場。
※内容・日時等、変更する場合がございま
す。ご容赦下さい。

http://www.inahoyama.com

2月度ガス料金表
840.40円（税込）
1,320.00円（税込）
2,178.00円（税込）
3,278.00円（税込）
5,434.00円（税込）
13,134.00円（税込）

288.75 円（税込）
264.77 円（税込）
247.61 円（税込）
238.44 円（税込）
227.66 円（税込）
212.26 円（税込）

従量料金1m3あたり9.58円の値上げになりました。

昨年5月中旬に近所の草むら

あらい

ガス栓の誤開放、点火ミスなどのガス事故は、
ガス漏れ警報

にご相談ください。

※会期中、6時30分まで。
最終日は、5時閉場。

供給部 新井

20

警報器を設置して 安心安全 に

XW-715K

リフォームをお考えのお客様は、ぜひ当社

■3/10㈭〜14㈪

■2/17㈭〜21㈪

長 が講 師を 務め

笠原 将
米寿記念写真展
「雪譜」

12

（都市ガス用のみ）

※野菜・きのこ類は好みで追加するといいです。

秩父高校、寄居城北高校は3/4（金）よ
り、秩父農工科学高校、皆野高校は
3/5（土）・6（日）に制服採寸致します。

強 会は保 安を 確

※最終日、4時以降は3階学生
服コーナーにて採寸。

ま し た ︒保 安 勉

■3/4㈮〜7㈪

保 し ︑安 全 性 の

高校制服採寸会

向 上 を 図 るため

郷愁を誘う童画や儚げな女性画で人気
の“風の画家”中島潔。どこか懐かしい
「ふるさと」の心象風景、世代を超えて、
その魅力的な世界観に引き付けられま
す。越前和紙を使用したレフグラフファ
イン版画を中心に、貴重な水彩原画も
展示販売致します。

に年 度 計 画を 基

■2/24㈭〜28㈪ ※最終日は、4時閉場。

材料
（4人分）
白菜 ……………………… 300g
【作り方】
はるさめ………………… 30g
（茹でたもの）
ほうれん草
…少々
①干し柿は種を除き薄切りにする。
肉団子
おろし軽く水をきる。
②大根は皮をむき、
豚ひき肉……………… 180g
③すりごまに砂糖・酢を混ぜて①と②を加え
しょうが汁……… 小さじ1/2
てよく混ぜて15分位おく。
なじんだら、
器
ねぎ
（みじん切り）
…… 10cm
に盛り、
おろしゆずをかける。
水…………………… 大さじ3
※生の柿でも同じです。
酒…………………… 大さじ1 【作り方】
塩………………… 小さじ1/2 ①白菜は一口大に切る。
片栗粉…………… 大さじ1/2
はるさめはお湯に入れ火を止めて15分位おき、
ざるに取り、
ざく切りにする。
8〜12個の団子を作る。
水……………………… カップ4 ②ボウルに肉団子の材料を入れてよく混ぜ、
浮き上がってきたらアクを取り、
白菜
塩……………… 小さじ1と1/2 ③鍋に水を入れて沸騰したら弱火にして肉団子を入れ、
酒…………………… 大さじ1 を入れる。
しょうゆ……………… 小さじ1 ④再び沸騰したら弱火にして5〜6分煮てはるさめを入れて、
塩・酒・しょうゆで味を調え、
ほう
ゆず……………………… 少々 れん草を加え、
器に盛りゆずのせん切りを添える。

に定期的に行っております︒今回は個人の保

〜新しい風〜中島潔 版画展

〈白菜と肉団子のスープ〉

近 頃 ︑各 地で自 然 災 害 が多 発しています︒

お買得の婦人冬物衣料をはじめ、地元
秩父の島崎株式会社による、肌にやさ
しい肌着Ｆleep（フリープ）を販売致しま
す。

安レベルチェック等を行いました︒

■2/17㈭〜21㈪ ※最終日は、4時閉場。

非 常 時に備え︑より一層 ︑保 安 能 力の向 上に

3Ｆ／催事場

婦人冬物衣料&
地元
「島崎」
肌着バーゲン

努めてまいります︒

材料
干し柿
干し柿………………………
1〜2個
大根
大根……………………………
10cm
（おろした時カップ2/3位）
すりごま
すりごま…………………
大さじ3
砂糖
砂糖………………………
大さじ1
酢
酢…………………………
小さじ1
ゆず
ゆず……………………………
少々

総務部

5

供給部

第

営業部

Tsukamoto’
s Reshipi

ようじ

洋司

で目に留まったので写真に撮り

ました。

991.74円（税込） 517.17 円（税込）
1,179.25円（税込） 479.66 円（税込）
1,981.67円（税込） 439.54 円（税込）

従量料金1m3あたり18.48円の値上げになりました。

3月度のガス料金表は検針票で確認願います。
秩父市共通商品券
お取り扱いしております。

「あったからんど」は
再生紙を使用しています。

冬の省エネについて
今年は寒い日が続いております。
またコロナ禍ですが
換気等に気を付けながら、冬の省エネをチェックしてみてください。

■暖房機器は室温20℃を目安に調整しましょう。
■暖房機器の不必要なつけっぱなしをしないようにしましょう。
■ 電気、ガス、石油機器などを買う時は、省エネルギータイプのものを選
びましょう。

■冷蔵庫の庫内は季節にあわせて温度調節を行い、ものを詰め込み過ぎ
ないように整理整頓しましょう。

■電気ポットなどの電気製品を長時間使わない時には、コンセントから
プラグを抜くようにしましょう。

■シャワーはお湯を流しっぱなしにしないようにしましょう。
■お風呂は、間隔をおかずに入るようにして、追い焚きを減らしましょう。
■アイドリングはしないようにしましょう。
以上のことなどがあります。
他にもたくさんありますが、省エネに心がけてください。

