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お気軽　安心　親切なでんきやで～す！　なんでもお気軽にご相談くださ～い！

６月７日にＮＰＯ法人ＬＣＬのインストラクター立神緑先生をお

迎えし健康体操教室を開催しました。 イスに座ったままできる体

操や、 太もも上げトレーニングや自分の右手と左手でじゃんけん

する頭の体操などなど楽しい１時間でした。 熱中症対策の水分補

給は、 一度にたくさん取るよりこまめに取った方が効果的で、 夏

に無理してウォーキングするよりは、 自宅でエアコンの中ででき

る体操で十分鍛えられ

るなど大変勉強になり

ました。 これからも健

康で楽しい生活を送れ

るように、 役に立つ教

室を企画していきます

のでご参加よろしくお

願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

７月５～７日の夏のパナソニックフェアにたくさんのお
客様にお越しいただきありがとうございました。 願い

事を書いて持ってきていただきました短冊は、 きばらん

海の七夕と一緒に店に飾らせてもらいました。 また夏

祭りをイメージして沢山たこ焼きを作ろうと思い、 １

週間前からたこ焼き作りの特訓 ( 笑 ) をした結果、 フェ

ア当日は上手にたこ焼きが出来上がり、 お客様にも

「おいしいね」 と好評でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

健康体操教室

ＬＣＬ 立神緑先生

パナソニックフェア 節電勉強会
７月１７日に九州電力の方にお越し

いただき節電勉強会を行いました。

今年も猛暑続きの夏についついエア

コンをかけっぱなし状態ですが、 節

電のため、 エアコンと扇風機を併用

して使ったり、 室外機のまわりに物

を置かないようにするとか、 冷蔵庫

のドアの開閉を少なくするなどため

になる話でした。 そのあと、 千代紙

で可愛いはし置きを作りました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）



ＣＭに出ました

高齢者電気点検

太陽光発電

ドコデングループでテレビコマーシャルに出演しました。 もうご

覧になられた方もいらっしゃると思います。 8 月末から 9月い

っぱいまでＫＴＳで放送されます。 当店にも撮影スタッフが来て

撮影していったのですが、 何度撮り直したことか！！！ （笑）

９月７日 （土） 加世田電気

工事組合青年部主催で毎

年恒例の独居高齢者電気

無料点検があり参加してき

ました。 今年は知覧地区

を回ります。 私たちのグル

ープは８軒のお宅を点検さ

せていただきました。 点検

が終わると家の方も安心さ

れ、 行く先々で 「ありがとう」 と感謝

の言葉をいただきます。 また、 件数

もいつもより多く全部で５５軒くらいあ

ったでしょうか？

今回は土曜日でしたが役所の方が一

緒に付いて案内いただきました。 南

九州市の福祉の方は大変熱心だなぁ

と感じました。 　　　　　（中村隆洋）

当店の倉庫に太陽光取り付けました

（丸谷様）

（Ｉ様）

当店の倉庫が汐見町にあるのですが、 以前から雨漏りしていて今回

屋根の改修工事を行いました。 ついでに！

というわけではないのですが太陽光発電を設

置しました。 これは産業用と呼ばれるもので

家庭用と違い発電した電気をすべて九州電

力に売る全量買取りとなります。 すべて

売るということは当店倉庫で発電した電

気を近所の皆さんが使っているというこ

とになります。

これで少しでも発

電所の負担が減

るといいですね。

　　　（中村隆洋）

※産業用には設置条件があります。 容量が 10kw 以上であること。 ( ちなみに当店の設備は 19.2kw)　補助金はありません。
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。九州電力の皆さんも応援いただきました

大塚南町 Ｓ様邸　9.84kw

電気料金見せていただきました

平成２５年２月設置

トイレリフォーム 栄本町 Ｔ様邸

小学校の除草作業 2013-08-25

今日は小学校の除草作業を子供達と
PTA 及び学校職員皆で行いました。 ま
だまだ暑さが厳しいので、 朝早くから開
始しました。 校舎の周りの高木の剪定
を事前にしてあり、 かなりの量があった
ので父親達が運び出しの作業をしました

オオクワの４回目のボトル交換もつい
でにしました。
こちらは２ボトルなので楽勝でした。

♂の幼虫なので１４００のボトルです。

ｇ測定はしませんが、 大きくなって
いるので期待が持てます。
無事に潜って行きました。
こちらも羽化が楽しみです！
お願いですから完品で羽化してね。

ニジイロ幼虫、
プリカよりボトルへ 2013-08-25

屋久島研修旅行 2013-09-03

物凄い大きなガジュマルの樹で、
枝から降りてきた根でトンネルが出来
ていました。 何もかもが本当にスケ－
ルデカ過ぎです！

見えてきましたこの滝が 【千尋の滝】
です。 手前の大きな岩は一枚岩で、
この滝の名前の由来にもなっているそうです。 タイルをフローリングに

全自動トイレ 「アラウーノ」 を取り付けました

ご依頼いただきありがとうございました

撮影時の様子

この金額が口座に振り込まれます

４月分

５月分

６月分

７月分

８月分

買電額 売電額

5,253

（円）

39,228

6,115

6,156

5,804

6,754

60,356

39,606

34,986

52,290

ぎんのブログぅ
http://ameblo.jp/leopard-a/

有馬です。



クイズに答えて商品券をゲットしよう

同封の解答用紙に答えを
　　書いてご返送ください

（同封の返信用封筒または
　ファクスなどをご利用ください）

の無料サービスの無料サービス

５年保証
対象商品

保証料
無料

テレビ･DVD レコーダー･電話機･ファクス･冷

蔵庫･冷凍庫･電子レンジ･炊飯器･ジャーポット

･食器洗い機･掃除機･エアコン･温水洗浄便座･

マッサージ椅子･IH クッキングヒーター･照明

器具（エコキュートは８年太陽光発電は 10 年）

リモコンの電池交換
対象商品

テレビ　DVD レコーダー

エアコン　温水洗浄便座

電池代
無料

エアコンの
お手入れ

フィルターのお掃除
と点検いたします

粗大ゴミの処分、蛍光灯･

電球の交換･扇風機のガー

ド外しなど何なりとお申

し付けください

補聴器相談会
10 月１7日１8日

(木) (金 )

当店にて開催

左の写真に写っている全員の
年齢の合計は何歳でしょう？

問題

太陽光発電買取り単価

３８円に
平成２５年度の太陽光発電買い取り単価が前年

度の１kwh あたり４２円から３８円になりました。

この単価は年度ごとに普及状況などを見ながら

国によって見直されます。 太陽光発電などの再

生可能エネルギーが普及すればするほど単価は

下がっていきます。 導入を検討されている方は

お早めに！

４２円
（１kwh あたり）

→

陶芸教室
10 月２６日

(土)


