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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！

パナソニック１００周年記念で取材を受けました

今年もお客様に感謝を込め
て行いました 「ドコデン祭り」
瀬紀代功マジックショー、 ジミー入枝ミュージックショー、 ニヤケルズライブ、 ダンスサークル GROVE
そして似顔絵コーナー、 コースター作り教室、 その他いろいろなイベントでご来店いただいたお客様
に楽しんでいただきました。 詳しくは次ページをご覧ください。

パナソニック創業１００周年に

向けて、 鹿児島の電器店の中で

ドコデン枕崎店マルニシデンキ

が一番古い店という事で、 選ば

れて取材を受けました。

パナソニック創業者の松下幸之

助さまと、 マルニシ電機の創業

者の西之原澄義は直接お会いし

て自宅に招待された事もあると

聞いておりますので、 歴史の重みを感じます。 マルニシ電機の創業当時は、 船のバッテリーや懐中電灯

を売っていたようですが、 戦後テレビ、 冷蔵庫、 洗濯機の時代を経て、 現在ではドコデングループの枕

崎店として地域の皆様に支えて頂きながら、 商 ( あきない ) をさせていただくことに喜びを感じる日々

です。 取材を通して、 改めて思う事ですが、 お客様とのつながりが広がって、 お客様同士も仲良くなっ

てもらうことで、 笑顔が広がり、 絆もできてきて、 家族みたいな関係に近くなっていけたらと思います。

これからも、 まちの電気屋として、 頑張っていきます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（中村千加代）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひまわりおばさんからのメッセージで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。 今年も残り５０日弱何かと忙しい時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期になりました。 蛍光灯の電球は、 大丈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夫ですか？チカチカしたり、 黒くなって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ませんか？交換のサインですので お気
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　軽に電話して下さいね。

電気の修理は当店へ　　　　　　　　　身体の修理は 病院へ
寒くなって来ますので、 風邪をひかないようにして下さ

いね。 元気、 電気がなによりです‼(^O^)　　　　 　（上木原サトミ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひまわりスタッフになって、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もうすぐ 1 年経ちます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(１２月で 1 年です )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まだまだ慣れないこともあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りますが、 お客様の顔を覚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えたり、 お客様から顔を覚
えてもらったりと、 楽しく仕事をさせて
もらっています。 これからも、 お客様が
喜んで頂けるように楽しく笑顔で頑張り
たいと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（東かおり）

お客様にもインタビューでご協力いただきましたお客様にもインタビューでご協力いただきました

ひまわりレディからひまわりレディから



お客様の声をいただきありがとうございます

高齢者電気点検

岩城です。 お祝いの言葉をたくさん

いただきました。 ありがとうございます。

これから仕事も家庭もがんばっていき

ますのでよろしくお願いいたします。

　先日蓄電システムの工事をさせていただきま

した。 このシステムは、 まず安い深夜電力を

蓄電池に溜めておきます。 昼間は太陽光が発

電しているので太陽光の電気でまかないます

が、 太陽光発電が不足すると蓄電池の電気を

使います。 また日が暮れた後も当然蓄電池の

電気を使いますので、 結果、 電気代が安くな

ります。 また、 太陽光で発電した電気を蓄電

池に溜めることも出来ますので災害時などでも

電気の自給自足が可能です。 つまり停電知ら

ず！これってすごくないですか？ （中村隆洋）

　９月１２日毎年恒例の電気工事組合の高齢者電気点検が枕崎地区

の金山･田布川地区を中心にで行われました。 実際に点検に伺うとほ

とんどのお宅は安全なのですが、 私達が点検したお宅で 1 軒だけ漏

電が見つかり非常に危険な状態でした。 応急処置を施しましたが１歩

間違えば火事につながる状況です。 お宅の方も安心されていました

が点検活動の大事さを感じた出来事でした。 　　　　　　（中村隆洋）

蓄電システム工事 坊津町 Ｍ様邸

メリット① 電気の自給自足が可能
メリット② 電気代が安くなる

１０月２４～２５日、 今年も開催しました！！！ドコデン祭り。 　今年は、 コースター
作りや、 ダンスパフォーマンス、 地元バンドライブ、 カラオケ大会も盛り込ん
で開催致しました。 　去年も来て会場を盛り上げてくださった、 いつみても不
思議で楽しい瀬紀代功さんの手品、 変わらない美声、 面白トークで会場を魅
了するプロ歌手ジミー入枝さん。 お越し頂いたお客様もとても盛り上がりま
した。 私たちスタッフも、 時間を忘れそうになるほどでした。 　その様
子を世界へ発信ということで、 インターネットを利用した世界放送も
試みました。 視聴率が気になるところです。 コースター作りでは、 お
客様の松山さんに協力いただきました。 お客様も、 親子で手作り体験
するなど、 楽しんで頂けた様です。 ダンスパフォーマンスでは、 我ら
がドコデンスタッフ上木原サトミさんの娘さん率いるかわいいダンサ
ー達によるパフォーマンスに癒され、 魅了されました。 地元バンドで
は、 スタッフである東も参加させて頂きました。 普段と違う場面を見
せるということに、 いつも以上に緊張しました。 　普段の関わりと違っ
　　　　　　　　たこういう形で、 お客様と触れ合えたことで、 我々スタッフも嬉し
　　　　　　　く思い、 お客様方もさらにドコデンマルニシデンキに親しみを持っ
　　　　　　　　て頂けたなら、 幸いです。 　　　　　　　　　　　　　　 　（東かおり）

Ｍ様

Ｕ様

Ａ様

Ｓ様

Ｓ様

あーあ、 千円札が･･･あーあ、 千円札が･･･あーあ、 千円札が･･･

これを、 こうして、
こうすると、 コースター
これを、 こうして、
こうすると、 コースター
これを、 こうして、
こうすると、 コースター

モデルも緊張するな～モデルも緊張するな～モデルも緊張するな～

えーと、 んー、 ビンゴ？えーと、 んー、 ビンゴ？えーと、 んー、 ビンゴ？

「ジミーさん歌うまい！」

「だからー、 歌手ですから」
「ジミーさん歌うまい！」

「だからー、 歌手ですから」
「ジミーさん歌うまい！」

「だからー、 歌手ですから」

マルニシのアイドル
　東かおり 熱唱 !!

マルニシのアイドル
　東かおり 熱唱 !!

マルニシのアイドル
　東かおり 熱唱 !!

えっ、 ハト！どこにいたの？えっ、 ハト！どこにいたの？えっ、 ハト！どこにいたの？

惜しい！
惜しい！
惜しい！

いい、 のどだねーいい、 のどだねーいい、 のどだねー

元気よくダンシング♪元気よくダンシング♪元気よくダンシング♪

ニヤケルズさん
少しずつ上達しています !?
ニヤケルズさん
少しずつ上達しています !?
ニヤケルズさん
少しずつ上達しています !?

やっぱ、 茶わん虫の歌
　　　　　　　よかな～

やっぱ、 茶わん虫の歌
　　　　　　　よかな～

やっぱ、 茶わん虫の歌
　　　　　　　よかな～

これが蓄電池ですこれが蓄電池です

制御装置 「パワーステーション」制御装置 「パワーステーション」



ホームページ http://makurazaki.dokoden.net/ 「ドコデン枕崎店」 で検索してね！

お正月に開催される箱根駅伝の
総合優勝はどの大学でしょう？

予想して下さい。

前回のクイズの答え

たくさんのご回答ありがとうございました。

携帯 ・ スマホ
からも送れま
す。 下のＱＲ
コードを読み
取って下さい。
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１２月４･５･６日
パナソニックフェア
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青山学院大 　駒澤大 　東洋大 　明治大

早稲田大　東海大　城西大　中央学院大

山梨学院大   　大東文化大   　日本大

帝京大   　日本体育大   　順天堂大

神奈川大   　拓殖大   　法政大

中央大   　東京国際大   　上武大

出場チーム

クリスマスリース
＆お正月飾り作り
クリスマスリース
＆お正月飾り作り教室
12 月２２日（火）締め切り ： １２月３１日ご到着分までとさせていただきます


