
外気温０℃時の普通のエアコン

昨年から、 健康とダイエットの為
に、 朝６時頃から３０分位ですが、
ウォーキングを始めました。 なか
なか、 まだ成果があらわれてませ
んが．．． 最近、 寒くなってきました
ので、 だんだん休みがちになりま
した。 ２０１６年は出来るだけ休
まないで、 結果を出したいと思い
ます。 朝６時は薄暗いのでウォー
キングの時は、 ネックライトは必
需品です。 それともう１つ音楽プ
レーヤーは絶対に持っていきます。
「嵐」 の音楽を聴きながら歩くとテンポもよくて、 元気よく
歩けます。 もし、 朝港の海岸通りをネックライトとマスクを
つけて、 音楽を聴きながらノリノリで歩いているのを見か
けたら声をかけて下さいね。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

まだまだ行き届かないこともたくさんありますが、 一生懸命頑張りますのでよろ
しくお願いいたします。 皆様にとって良い一年また楽しい一年でありますように。

本年もよろしくお願いいたします
あるけあるけ

快晴から一転、 その結末は･･･

最近極端に寒い日が時々ありますよね。 その

日の朝に必ずと言っていいほど

お客様から電話が掛かって来

ます。 内容は 「エアコンが全

然暖まらない」 または 「ランプが点滅して止ま

っている」 など。 この原因のほとんど、 いやす

べてと言っていいくらい外気温が低いことが原因で

す。 エアコンは屋外の熱を屋内に取り入れて暖め

るので屋外の気温が低ければ低いほど能力は落

ちます。 目安として外気温２℃以下になると大きく

ダウンします。 ですから極端に寒い日は影響を

受けやすいのです。 これはエアコンの構造上宿

命とも言えます。 これを避けるた

め （２℃以下でも暖まる） には大

きめのエアコンを選ぶか、 という

ことになるのですが、 最近は超低温時でも暖房の

強い高性能のエアコンが出てきました。 効率も良いので電気代も２～３割安くなります。

少々価格は高めですが、 後からこれを選んで良かったと思っていただけると思います。
（余談ですが東北など北国のエアコンつまり寒冷地用エアコンは補助ヒーターや灯油やガス

を補助熱源として使うようになっています。 もちろん余計に電気代や燃料代がかかります。）

最近エアコンが暖まらないことがありませんか？

外気温０℃時の高性能エアコン

　２４日の大雪はすごかったですね。 実はその日の朝私は宮崎県の

延岡市にいました。 前日の延岡のロータリークラブの会合に出席し

たためです。 そして翌朝 「枕崎はすごいことになっているから今日

は帰って来れないかも」 と連絡が入ったのです。 ところが延岡は快

晴。 最初は信じられませんでした。 メールで送ってきた写真を見て

びっくり！これはまずいかな？　しかし、 悪天候は最初から織り込み

済み。 車ではなく電車で来ていたので安心していました。 案の定高

速道路は通行止め。 「ＪＲで来てよかった！」 １１時過ぎに延岡駅を

出発。 若干の遅れはあったものの宮崎駅に無事到着。 ここから乗

り換えて鹿児島中央に向かいます。 ここまでは思惑通りです。 しか

し、 ここからが大誤算でした。 １４時１５分に乗車、 雪

の影響をもろに受け鹿児島中央に到着したのがなんと

２１時過ぎ。 宮崎 -鹿児島間通常約２時間で着くとこ

ろが７時間です。 その後車で指宿廻りで帰り、 着いた

のが深夜１時。 結局延岡 -枕崎間１４時間の長ーい

旅となってしまいました。 　　　　　（中村隆洋）

でんきやニュースレター
のタイトル変わりました
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冬のお風呂
は寒いよね

だったらこれつけ
たらどうですか

なにそれ？

換気扇？

えっ !! 暖房？ お風呂を強い温風で一気
に暖めるんです。 だから
お風呂に入るときからあっ
たかぽかぽかなんですよ。
取り付けたお客さんからの
評判がすごくいいんです。
これがあれば快適にお風
呂に入れますよ。
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バス換気乾
燥暖房機と
言って換気
扇だけどお
もに暖房とし
て使います

バス換気乾燥
暖房機の巻

がんばっている
んだけとなぁ～

ボクは
余裕だよ！

普通くん

高性能くん

ヒートショック対策
にもなりますよ！



ホームページ http://makurazaki.dokoden.net/ 「ドコデン枕崎店」 で検索してね！
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この法則のときクジラは何？

携帯 ・ スマホからも送れます。
右ののＱＲコードを読み取って下さい。

締め切り ： ２月２１日ご到着分までとさせていただきます

クリスマスリース作り＆正月飾り教室

営業日・休日カレンダー

前回の答え
総合優勝は

青山学院大学でしたね。

しかも完全優勝、 さすがです。

８名の方が
当たりでした。
予想ありがとう
　ございました。

冬のバナソニックフェアを１２月４

日～６日の３日間当店で行いまし

た。 なかでも、 吉が出た方には小

さな１億円、 大吉の方にはジャン

ボ１億円がもらえるジャンボおみ

くじは、 大変盛り上がりました。

大吉のジャンボ１億円をもらえた

方々は満面の笑みでした。 それか

ら、 みかんのかご盛りの重さを予想するコーナー

は、 皆さん真剣な表情でかごを持ちながら、 普段

買っているお米より重いとか、 話しながら書いて

いました。 また、 ふとん暖め乾燥機とふとん掃除

機の実演やお風呂の足元で使う珪藻土でできた

サラサラマットの実演が好評で沢山の方々にご購

入して頂きました。 まだ寒いのでふとん暖め乾

燥機は使ってもらえたら良さがわかると思いま

す。 ご来場して頂いた方々が、 お帰りになる時、

笑顔で帰って行かれるので、 こちらも嬉しくなり

ます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

１２月１２日はクリスマスリース作り＆正月飾り教室でした。 参加者
１２名でまず、 杉の葉を小さく切り分けて、 束にしていく所から始め
ますが、 慣れない事なので、 かなり時間もかかりながらの作業でし
た。 あとは、 リースの土台のつるに杉の葉の束をさして、 クリスマス
オーナメントの鈴やリボン
を飾ったら完成でした。 参
加者のひとりは 「自分で作
ったリースは、 愛着も増し
ているので家の一番目立つ
ところに飾ろうかな」 と言
ってました。 クリスマスが
終わったあとは、 正月用のやっ
こ凧などに取り替えると、 ま
た、 ひとあじ違う正月用リー
スになり２倍の楽しみができ
るので参加者の皆さんも喜ん
でいました。

みかんのかご盛りの重さは

４.４㎏でピタリ賞はどなたも
いませんでした。 前後賞の４.３

kg と４.５ｋｇと書いた方が合

わせて８人いましたので、 その

方々にみかんを少しずつです

が配りました。 なかなかみか

んの重さ当ては難しいもので

すね。

冬のパナソニックフェア

お客様の声をいただきありがとうございます

Ｓ様

Ｋ様

２月２０･２１日
健康応援フェア健康応援フェア

　ウメ　→　き
　ネコ　→　けもの

クジラ→　

（正解の方には素敵なプレゼントをご用意しています）

思ったより大きかった
ジャンボおみくじ
思ったより大きかった
ジャンボおみくじ

大吉のジャンボ１億円を
手にみなさん笑顔！

大吉のジャンボ１億円を
手にみなさん笑顔！

営業日

営業日

休

休 営業日

営業日

休

健康フェア健康フェア

健康フェア健康フェア

補聴器相談会


