
　　私事ですが、 昨年 1月 1日に入籍した私は同年１１月
２３日、 枕崎で結婚式を挙げました。 南方神社で式を挙
げ、 明治蔵で食事会、 その後サプライズイベント fushi
ロックと内容満載の結婚セレモニーとなりました。 我
が社の中村夫妻に参加いただきました。 神社での風情
あるこじんまりとしたステキな式、 地元食材での美味
しくささやかながら楽しい食事会、 さらに夫からのサ
プライズでたくさんの方々に祝福頂き、 とても幸せな
一日となりました。 両家とも地元は枕崎ではありませ
んが、 現在二人の生活の拠点となっている枕崎で式を挙
げることができ、
とてもうれしいで
した。

結婚しました 激痛が･･･
２月２０日の健康応援フェアの日に朝
目覚めると腰に激痛が･･･。 起き上が
ることが出来ずやむなく会社をお休み
しました。 元々腰痛持ちなのですが
ここまでの激痛は久々でした。 病院
に行くか迷いましたが、 末永整骨院
さんにお世話になる事にしました。 通
院するたびに少しずつ回復していき、
今ではもうだいぶラクになりました。
治る病気ではないので今後は今まで
以上に気を使って出来るだけ腰に負
担をかけないようにするつもりです。
で、 腰痛が回復してきたら風邪をひ
いてしまい、 あまり高熱が出なかったので病院に
行くまでもないかと思い、 市販の風邪薬と自分の
免疫力で強引に治しました。 それでも５～６日間
は喉の調子が悪く、 体のだるさなど若干のキツ
さは味わいましたが･･･。 まあ素直に病院で受診し
ていればもう少しラクだったかもですね。 皆さんも
気をつけてくださいね。 病気にならないと健康の有難さはわか
らないものです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有馬成幸）
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の巻

電力自由化電気代はどうなる？

　　　話は変わり、 来月
４月９,１０日にある
イベントのお知ら
せです。 詳細は、
別紙にあると思いますが 「わざ ・ をぎ」 というイベントです。
夫が、 絵を描きます。 こちらの絵は途中ではありますが、 完成
はイベント当日木口屋でみることができます。 是非、 お越し
くださいませ。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東かおり）

　　　　　　４月から電力自由化され九州電力以外の会社から電気を買うこと
　　　　　　ができるようになります。 とは言われてもよくわからないですよね。
　　　　　　じつは私もいろいろ調べているのですが結論を言うと、 まだよくわ
　　　　　　からないというのが正直なところです。 というのも参入する会社が
　　　　　　４月１日の時点でまだまだ少ないようです。 携帯電話とセットとか
　　　　　　時間帯によって変わったりとかいろいろです。 九州電力も電力自
由化に向けて新しい料金メニューを既に発表しています。 その中で気にな
るメニューがあります。 電化でナイトというメニューが廃止になり電化でナイ
トセレクトに変わります。 このメニューは深夜 （２２時～翌朝８時） が安価
なメニューですがこの廃止になるメニューのほうが深夜 10.29 円と使い方に
よっては割安です。 それぞれの単価イメージを見ていただければよくわか
ります。 ただ安心してください。 現在の電化でナイトに入っている方は４月
以降もこのメニューが継続されます。 またこのメニューに未加入の方も３月
中なら電話１本で入れます。

平成 28 年４月１日以降、
新規加入が停止されます

平成 28 年４月１日からの新メニュー電化でナイトセレクトＬＥＤは知っ
てますよね

もちろん
知ってるよ

ＬＥＤとはライティ
ング ・ エミッション
・ ダイオードと言
って半導体の･･･

もーうそんな難しい話
はいいから。 要する
に電気代が安いラン
プということでしょ

そーそれで
いいんです
よ、 社長！

もー . わか
ったちよー

千加代さん、 電気代が
どれくらい安いかという
と、 白熱電球の約６分
の１、 蛍光灯の約半分
です。 これは知ってま
すよね。

それは知
ってるよ！

他にもメリット
があります

どんなこと？

ランプの寿命です。 白熱電球は、 約１０００時間蛍光灯は
６０００～１００００時間に対してＬＥＤは約４００００時間です。
つまりＬＥＤは白熱電球の４０倍、 蛍光灯の約４～７倍です。

ふんふん、
それはいいよね

ここで気がつきま
せんか。 もっとい
いとがありますよ。

なになに？

例えば１日１０時間使うとすると蛍光灯は
２～３年に一度、 白熱電球だとなんと３～
４カ月に一度ランプ交換が必要ですが、
ＬＥＤはこの面倒なランプ交換を１０年以上
しなくていいということです。

低い場所でもちょっと
危ないと思うのに高い
所だったら大変だよね

そうそう危ないから高い
ところは僕にまかせて
ください。

おうちに岩城君

がいつも居たら

いいけどうちの

社長はねー

何を言いた
いわけ？

じつはもうひとつ
利点があります。

なになに？虫が寄りにくい
ということですどうして？

蛍光灯は紫外線が出るので
虫が寄ってきてカバーに虫
の死骸がたくさんたまってい
たりしますよね

これからはＬＥＤに
決まり！だね

これならお客さんも喜
んでくれるでしょう、

ありがとう！

わかりました、
がんばります

永山さん何とか
お願いしますよ！

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク

営
業
担
当
の

永
山
さ
ん

わかった！
じゃあメーカー
と交渉するか！

そうですね、 すべてにおいてＬＥＤ
が勝っているので欠点はありません。

しいて言えばちょっとお値段が･･･ねぇ社長！

へーそうなのね。
これならお掃除が
ラクだね。 でも
利点だけで欠点
はないの？

ＬＥＤは紫外線が出
ないので圧倒的に
虫が寄ってきません



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

さるの干支作り教室

営業日・休日カレンダー

２月２０( 土 )２１( 日 ) の健康応援フェアを開催しました。 今回は、 水素水と
マッサージ機と骨盤リフレを体験する健康体験スタンプラリーを企画しま
したが、 お客様の集中する時間帯が重なる時があり、 体験する方々をお待
たせしてしまいました。 反省点として、 次回から別な方法でしようと思い
ました。 ハートのエースを探せゲームでは確率でいうと 13 枚のトランプ
の中から 1枚だけめくって、 ハートのエースを当てるゲームですが、 なか
なか当たらなくて苦戦してました。 あと、 電気圧力鍋を使って煮豆や黒豆
の試食や人参スープの試食や飾り巻き寿司の試食などで楽しんでいただ
きました。 ごますり器も大変好評でした。
３月２５日～２７日のＮ＆Ｅ４周年祭にもぜひお越しください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

１月２８日は軽量粘土を使ってさるの干支作り
教室で参加者１０名でした。 野間池から、 は
るばる講師の森えりこ先生の指導で初めての
軽量粘土教室でした。 まず軽量粘土の感触が
なんとも柔らかくて赤ちゃんのほっぺに触っ
ているみたいで気持ち良かったです。 森先生
が顔を作ってきてくれていましたので、 その
顔に頭を合わせながら、 形を整えてから、 胴
体作りをしましたが、 なかなか、 初めての事
なので悪戦苦闘で、 皆さん真剣な表でした。 雄
と雌の２体作ったので、
２時間半位かかりまし
たが、 とても、 皆さん
の作品にはそれぞれ個
性が出ていて、 今年の
干支のさるを飾って良
い記念の年になると思
います。 店にも軽量粘
土のさるの置物を飾っていますので見て下さい。

健康応援フェア

お客様の声をお寄せいただきありがとうございます

Ｔ様

3 月 25･26･27日

編集後記
インフルエンザ

休

営業日

営業日

営業日 休

休営業日

休

休 営業日 営業日 営業日

営業日

全自動トイレ 「アラウーノ」 をご依頼いただきありがとうございます
南九州市　Ｏ様邸

お客様のご要望で床をタイ
ルから板張りに。 温かな床
になりました。 床板張りに
１日、 本体取付に半日でした。

これは、ある県です。何県でしょう？

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 ： ３月３１日ご到着分までとさせていただきます

（正解の方には素敵なプレゼントをご用意しています）

前回の答え
１９名の方が
正解でした。
ありがとう
ございました。

クジラ→　さかな

Ｔ様 Ｍ様

きもちいいなぁーきもちいいなぁー

皆さん真剣です！皆さん真剣です！

（離島は除いています）

補聴器相談会

きれいなトイレが完成しました！きれいなトイレが完成しました！


