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ビオトープ事業に参加しました

当たりました当たりました当たりました

　　　　　　　　　９月１９～２０日の台風１６号
　　　　　　　による被害はなかったですか。
　　　　　　　　１９日の深夜 （０時ごろ） 台風
がかなり強くなってきたなと感じ始めたので
外をながめてみると真横に雨が降っていまし
た。 もしかして、 と思い奥の部屋に行って
みると雨漏りが。 あわてて雑巾とバケツを
準備して対応。 これは店の中ももしかして
と思い行ってみたところ少しずつ浸水してい
ました。 換気扇から雨水が侵入していたの
です。 一部商品や
箱が濡れていたりし
てこれはまずいと千
加代と二人で水を取
り除くことに。 夜中の
２時ごろです。 もし気
が付かずにいたら朝
の店内は水浸しだっ
たと思うとゾッとしま
す。 　当然台風が過ぎた朝は電話が次から次と鳴り、 対応に追われました。 今
回の台風の特徴として漏電の依頼が多かったことです。 通常では雨水が入らない
ところが濡れていたりしていたのが多かったためと思われます。 　　　（中村隆洋）

娘の結婚式

フィリピンで

 　　　またまた懸賞応募
で明治のお菓子詰め
合わせが当たりまし
た。
最近の懸賞はハガキ
を出すだけでなくて、
その商品を買ったレ
シートをハガキに貼
って出すパターンが
多いので、 レシート
を捨てずに大事に持ち帰りせっせと応募ハガキに貼って出す毎
日です。 近頃のこれまでの成果は、 商品券やホテル宿泊券やラ
ンチ券などです。 どちらかというと、 全国的にコマーシャルす
るような応募より、 地方だけの応募が当たりやすいと思いま
す。 たとえば、 応募先が鹿児島とか熊本とか福岡とか新潟と
かの方が確率的に当たると思います。 最近では、 東京旅行 1
泊の旅を応募しましたが当たったらまた報告しますね。
　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

　先日、 集落の環境保全事業活動がありビオトープというものに挑戦し
ました。 １１月の枕崎市報にも掲載されていましたが、 人工的に小川
を造って蛍の住める環境にしてみようという試みです。 今夏に造った小
川の状態は台風で多少の被害を受けましたが、 今のところ問題もなく
水質検査も大丈夫でした。 そこで蛍の幼虫の餌となるカワニナを今回
は放流することとなり子供たちと一緒に作業をしてきたわけであります。
来年の春には蛍の幼虫を放流するので無事に羽化までたどり着いて
蛍の飛び交う姿を見ることができたら大成功なんですけどね。
　何はともあれ、 親子共々楽しみながら作業 ? というかひとときを過ご
せました。 　　　( 有馬成幸）

　　　　私達の子供の３人兄妹の真ん中の娘が９月１０日に結婚しました。 ３人の中で一番人見知りがひどくて泣き虫でとて

も子育てに苦労しました。 その娘が一番最初に嫁ぐ事になるとは思ってもいませんでした。 昨年１１月に結納してか

ら、 まだまだ先と思っていましたが月日はすぐに経つもので挙式の日を迎える事となりました。 当日は晴天でしたの

で屋上のチャペルで挙式のあとは、 ベランダからブーケトスやブロッコリートスなど青空が眩しいくらいでした。

　　　　披露宴では新郎の生歌あり、 友達の出し物や両家の祖母たちに付き添われてのお色直しなど時間があっと言う間に

過ぎて楽しい披露宴でした。 結婚式のなかで娘の上司の方のスピーチがとても印象に残っています。 それは、 娘の就

職試験の面接の時に総務課は皆が働きやすい環境を整えることが大切な

任務でその事に一生懸命に努めたいと話したと

いうエピソードでした。

　　　　色々な方々に助けてもらいながらの子育てで

したが、 娘がそんな事を考えて今の職場を選

んで、 まわりにも、 感謝されているのをきい

て、 母親として安心しました。 結婚しても鹿

児島市内なのでちょくちょくお邪魔しようと

思います ( 笑 )　　　　　　                           　　　　　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

９月２２日から７日間、 フィリピ
ンへ行って参りました。 画家
である夫の活動 (１０カ国の壁
に平和祈願の絵を描くという
プロジェクト ) に、 今回も同行
しました。 ７カ国目となったフ
ィリピンの壁は、 夫の元音楽仲
間にご親戚を通して紹介して
もらいました。
足場を組み、 ヘルメット、 命綱
を着用し初めての大がかりな
高所作業となりました。 現地
の方々等の協力をいただき、
雨季中の奇跡的な天候にも恵
まれ、 関わったみなさんの平和
への想いが込められた、 大き
な作品に仕上がりました。 フィリピンでは、 便座のないトイレや、 すすぎ ・
脱水のできない洗濯のみの洗濯機に驚きました ( 普通のトイレや洗濯機が
ある家庭もあります ) が、 食事もおいしく、 総じて貴重な経験となりまし
た。 何よりも現地の方々とのふれあい、 優しさに癒やされ、 帰るのが惜し
くなるほどでした。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    　　　　　　　　　　　　　（東かおり）

店の床が水浸しに店の床が水浸しに

事務所も浸水事務所も浸水



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

営業日・休日カレンダー

  １０月２３日ドコデン祭りに雨の
中、 たくさんの方々のお越しいた
だきました。 特にマジックショー
やダンスサークルグルーヴのパ
フォーマンスがとても見応えがあ
って良かったです。 輪なげや上手
にポイ捨てゲームやトランプゲー
ムやビンゴでゲットした１００円
券でお買いもの出来るのでたこ
焼き、 魚、 にぎり寿司、 つけ揚げ、
卵焼き、 鳥の手羽先、 から揚げ、
小物などいろいろな物を買って楽しそう
でした。 今回はきりんのクリン君の身長
当ての正解は２００.６cm でした。 ２００
cm と２０１cm の方々３名にネックライト
を差し上げました。 残念ながら、 ピタリ
賞はいませんで
した。
　　　　また来年のドコ
デン祭りお楽しみ
に。 　（中村千加代）

お客様の声をお寄せいただきありがとうございます

今年は昭和で言うと何年？

ドコデン友の会 会員募集中

現在、 友の会に入っているお客様の声から
「家電製品の急な故障で買換え時に積立をしていて良かった」
「月々５,０００円なので無理のない範囲ですし、 ３,０００円のサービス券
がお得」 など、 大変喜んでもらっています。

ドコデン友の会 満期特典

月々５,０００円 ×１２回＝６０,０００円で

「３,０００円サービス券」「３,０００円サービス券」

　　　　　　今年もあと残すところ 1 か
月になりました。 ドコデンの
カレンダーはメモが出来たり
、 潮見表がついていたりとて
も便利です。 そしてあともう
一つ、 細かい所ですが一番上
に　「大正」 「昭和」 と書かれて
いるのを知ってましたか？
２０１７年は平成２９年、 昭和
９２年、 大正１０６年となりま
す。 もし、 大正１０年生まれ
の方は何歳かなぁと思った時は、 ドコデンカレンダーの上をみて下
さい。 すぐに計算できますよ。 　　　　                            　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

1 月 22日 (日 )
熊本バスツアー
復興応援 パナソニックショールーム

熊本観光

ここに書かれていますよ

営業日営業日

営業日

休

休 休

休

休

営業日 営業日

営業日

Ｗ様

Ｙ様

パナソニックフェア パナソニックフェア

パナソニックフェア

バス
ツアー

補聴器相談会
12 月

１２日･１３日
(月) (火 )

1２月８日 (木 )
クリスマスリース作り

1０:00 ～


