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2022年
１月～３月

宮崎ガス・宮崎液化ガス

クッキング講座  受講生募集！
＜受付開始＞12/10㈮AM9:00～

暮らしサポートクラブ
会員さま特典
受講料半額
※入会随時受付中

会場 ガスの情報館　都城

グループグループ

講座１

＜講師名＞

＜メニュー＞

＜受講料＞

時間：10:00～13:00
定員：6名

時間：10:00～13:00
定員：6名

＜講座日＞
2,500円

① 1/29( 土 )

② 2/5( 土 )

申込み締切日
1/13( 木 )

申込み締切日
1/20( 木 )

講座２

初心者の方も大歓迎♪
みんなで楽しくつくりましょう♪

＜講師名＞

＜メニュー＞

＜受講料＞

時間：10:00～13:00
定員：6名

時間：10:00～13:00
定員：6名

＜講座日＞
① 2/22( 火 )

② 3/3( 木 )

申込み締切日
2/7(月 )

申込み締切日
2/16( 水 )

ひなまつりや春のお出掛けに
ピッタリの飾り巻き寿司とお料理を作りましょう♪

お花の巻き寿司、大豆から揚げ、
5色サラダ、出汁巻き卵

アイシングクッキーデザイン、
チョコチップマフィン

JSA認定アイシングクッキー講師

（税込） 2,500円（税込）

LOVEらぼキッチン

江夏　敬子岩本　絵美 先生 先生

バレンタインのお菓子を
作ろう ピクニック弁当を作ろう

今回の講座での調理品は
お持ち帰りとさせていただきます。

MJ21022

日頃は、宮崎ガスクッキング講座をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、新型コロナウイルスの流行が懸念されていることから、

当クッキング講座といたしましても当面の間、以下の通り対応させていただきます。
皆さまにはご不便をお掛けすることと存じますが、

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

宮崎ガスホームページ または
お電話 （0986-38-7500）

インターネット：24時間
電話：平日 9：00～17：00

申込受付

クッキング 講 座 注 意 事 項
•お申し込みの受付時間について、インターネットは24時間、電話は平
日午前9時～午後5時までとなります。尚、申込締切は、締切日の午後
5時受付までです。
•応募数が一定数に満たない場合は開講しない場合がございますの
でご了承ください。
•インターネットからお申込みされる方は、当クッキング講座のメール
が受信できるようドメイン名「miyazakigas.co.jp」の登録設定をお
願いします。
•すべての講座において抽選となります。当選された方に受講のご案
内のハガキを郵送にてお送りします。落選された場合も結果を通知
いたします。
•キャンセルされる場合は、講座日の7日前までにご連絡ください。受
付時間については、インターネットは24時間、電話は平日午前9時～

午後5時までとなります。それを過ぎますとキャンセル料1,000円が
発生いたしますのでご了承ください。
•受講料は講座当日に一括でお支払ください。お支払いただいた受講
料は原則として返金いたしません。
•特に指定のない場合、各講座の対象年齢は16歳以上です。15歳以下
の受講については別途お問い合わせください。
  ※親子での参加の場合の受講料は、保護者1名・お子様1名のペアの
　金額です。
•講座内容・メニューは変更になる場合がございます。
•参加者以外の同伴及び見学はご遠慮ください。
•食物アレルギーに関しては、個別の対応を行なっておりません。
•今回お申込みいただいたお客様の個人情報をガス機器・サービス情
報のお知らせなどに利用させていただく場合がございます。

申込み方法

※お子様の対象年齢は4～15歳です。

…大人の方1名での参加も可能な講座です。

…親子（保護者1名・お子様1名のペア）での参加も可能な講座です。

クッキング講座における新型コロナウイルス対策について

●マスクの着用
・講師・アシスタント・受付スタッフはマスクを
　着用させていただきます。
  感染拡大防止のため、ご理解をお願い
　いたします。

●検温の実施
・施設の出入り口にて検温を実施いたします。

●消毒液の設置
・施設の出入り口に消毒液を設置しています。
  予防対策としてご使用をお願いいたします。

受講生の皆さまへのお願い
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●都城工業高等
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ガスの情報館都城

※新型コロナウイルスの感染状況により、講座が中止になる場合がございます。

・ご受講時には、手洗い・消毒液の使用
・マスク着用のご協力をお願いいたし      
　ます。

・体調に不安のある場合、体調不良時は
  来館、受講をご遠慮ください。

その他、トイレ・エアコン・フローリング・カーペット・ガラス・サッシ
等のクリーニングも承っております。
上記料金は目安です。作業内容により変更になる場合がございますが、
まずはお見積りにお伺いします。
当日は宮崎ガスから委託を受けた専門業者がお伺いいたします。

月額440円(税込）のお得な「暮らしサポートクラブ」に入会すると、
「ハウスクリーニング」をはじめとする、暮らしを豊かに便利にする
様々なサービスがご利用頂けます。詳細はHPでご確認ください。

●会員様連絡先
㈲宮崎ガスサービスショップ都城　☎0986-38-4235
　●未加入の方
宮崎ガス㈱都城支店　☎0986-38-7500

年末年始はハウスクリーニングを頼んでみませんか？

暮らしサポートクラブの
ハウスクリーニング

≪お風呂クリーニング≫
❶浴槽
❷浴室壁面
❸浴室床面
❹脱衣所の洗面台

❶~❹セット価格
通常価格　　　　　会員価格
28,600円(税込)→17,600円(税込）

≪キッチンクリーニング≫
❶レンジフード/台
❷流し台
❸ガスコンロ/台
❹キッチン壁面

❶~❹セット価格
通常価格　　　　　会員価格
40,700円(税込)→19,800円(税込）

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮し、
2021年「第61回ガス展」の会場開催は中止とし、

11/1～12/10までチラシ・WEBでの
「ガス展セール2021」を開催させていただきました。

ご購入いただいた皆さま、
まことにありがとうございました。
また、ガス展を会場で開催し、

皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。

宮崎液化ガス㈱
0986-38-6200



エネファームって何？
家庭用燃料電池「エネファームtypeS」は、水素と酸
素で電気を作ります。さらに電気を作るときに生ま
れた熱でお湯を沸かし、給湯に利用することで、エ
ネルギーを最大限に活用できます。我が家のエネル
ギーは、我が家でつくって我が家で収穫。
クリーンで効率的なエネルギーの有効利用は、私た
ちの、そして地球の、しあわせな未来へとつながり
ます。

様々なコストがかかる電気ですが・・・
「なるべく電気を買わない」という選択肢があります！

エネファームなら
　　　  購入電力の　約75%  をまかないます！

毎年増え続けて
います！

停電時でも700Wまでの電気が使えます！

エネファーム無金利キャンペーン
期間：2022年１月31日まで
金利手数料は宮崎ガスが負担します！

エネファームは販売開始から10年！
大幅に小型化、発電効率も進化しています★
お使いの給湯器（10年未満の場合）に接続出来
るようになりました！

設置場所さえあれば、どんな方でも

エネファームユーザーに
なれます★

この機会に給湯器も

お取替え！

給湯器がそろそろ交換
時期のお客さまは…

ご使用の給湯器に発電

機を接続出来ます！

給湯器がまだまだ使え
るお客さまは…

節電 防災

先進性 環境に
優しい

これからの私たちの暮らしに。
おうちで発電できる

「燃料電池エネファームを知ろう」

再生可能エネルギー賦課金とは…
「再生可能エネルギーの固定買取制度によって電力の買取に要した
費用を、電気の使用量に応じて負担するもの」です。

ご存知ですか？　毎月の電気代には、
「再生可能エネルギー賦課金」が含まれています。

電気の使用量が増えると負担する「再エネ賦課金」も
増加するのですが、エネファームなら購入電力を大幅に
削減することで電気料金に含まれるコストも削減できます。

ご自宅の再エネ賦課金は
毎月いくら払っているか
電力会社の明細票を
確認したことは
ありますか？

出典元：
経済産業省
資源エネルギー庁HP
　　　　　　　 より

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021年5月から3.36円/kWh
再生可能エネルギー賦課金の推移 ※グラフ内の数値（円/kWh）

0.22 0.35 0.75

1.58

2.25
2.64 2.9 2.95 2.98

3.36

〈再エネ賦課金の算定方法〉
（2021年5月検針分の電気料金から適用される単価）

※ただし、大量の電力を消費する事業所で、国が定める要件に該当する方は、
　再生可能エネルギー賦課金の額が減免されます。

再エネ賦課金 ご自身が
使用した電気の量（kWh）×3.36円／ kWh※

電気料金 月々の電力会社への
お支払い再エネ賦課金 ＝＋

＝ ≪お客様の声≫
・災害時に避難できるかどうか分からないので、自宅で備
えられるのは助かると思って決めました。
・発電量などがカラーリモコンで確認できるので、親子で
節電に取り組んだり、環境問題を考えるきっかけにも
なっています。
・ガス料金プランは「エコeプラン」に
したので単価が安い。衣類乾燥
機やガスコンロも使っているが、
１回あたりの単価が安く使えてい
ると思うので満足している。

※今お使いの給湯器によっては接続できない場合があります。
　お調べ致しますのでお気軽にお問合せください。


