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野球応援＆追っかけ
こんにちは‼岡元です。 ８月２２日～２６日 (４日間 )
高校野球の秋季南薩地区大会がありました。
高１の息子が通う薩南工業高校が勝ち進み、 神村
学園と決勝で戦う事になり加世田球場に野球部
( 父兄 ) 皆で応援に行って来ました。 途中雨と雷で
中断しましたが、 無事に
終え結果は２対５で敗れ、
惜しくも準優勝でした。
素晴らしいプレーもあっ
てとても感動した試合
でしたよ‼。１０月には
一年生大会があるので
息子の野球応援＆追っ
かけに走り回りたいと
思います （笑）　　
                                 （岡元めぐみ）

８月に別府小学校の奉仕作業に参加しまし

た。 保護者の方が集まり学校内と周辺の

草払いや剪定が主です。 ９時～１２時の午

前中だったのですがものすごく天気が良くて

暑かったです。

懸賞当てよう会

料理教室料理教室

草払い

ビストロオーブンレンジを

使った料理教室を９月７日

( 木 ) にドコデンキッチンで

行いました。 参加者は７人で、

ドコデンバスツアーを通じて知り合ったお客様同士がお友達になっていたりして、 和気あいあいとした

雰囲気でした。 電子レンジといえば、 「あたためしか使わない」 とか、 「使いこなせない」 とかの声も聞

かれましたが、 今回のビストロは、 特に難しい料理とかではなくて、 よく作るようなカレーや塩焼きや

揚げ物がカンタンに作るのが上手なので、 どなたでも料理がおいしくできます。 液晶画面にあかさたな

コンセントから発火して火事、 というニュースを見たり聞いたり

したこともあると思いますが、 そこまで大事に至らなくてもその

寸前だった、 ということは多くあります。 お客さんから 「こげ

臭いにおいがする」 ということで行ってみると、 レンジ台など

の裏に隠れているコンセントが真っ黒なっていたりすることが

あります。 このようにコンセント自体が接触不良等で焼けてい

る場合もありますがコンセントではなくプラグ （差し込むほう）

の根元が焼けていたりするすることが意外と多いです。 これ

はプラグの抜き方に原因があることがほとんどです。 抜くとき

はプラグをつかんで

抜く。 これが基本で

す。 決してコードを

引っ張ってはいけま

せん。 発火の原因

になります。

コンセントがゆるい

とか、 不安な方は

お気軽に声をかけ

てください。

           （中村隆洋）

コンセントが真っ黒

６月７日に懸賞
あてよう会に５
名の参加者にい
ろいろな懸賞の
当たるコツを私
が先生 ? になり
皆様に伝授しま
した。 実際にハ
ガキに書いて投函して結果を待つ事１ヶ月お客様
のうちの一人がお米が当たったとご報告いただき
ました。 実は私も
商品券が２回送ら
れてきました。 や
はり、 当たるとな
んでも嬉しいもの
です。 次は何を応
募しようかなと思っています。 （中村千加代）

梅雨時期をまたいでだったのであちこちが草ボーボーでし

た。 みんな汗だくになりながら頑張ったので無事終わり校

内が見違えるくらいキレイになりました。 ９月２４日には運

動会もあるので生徒達にも頑張ってもらいたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（岩城達矢）

順に作りたいメニューがでてくるので、 たとえばから揚げの 「か」 で、 から揚げをえらんでスタートボタンをおすだけで美味しいからあ

げが出来あがるすぐれものです。 油で揚げないのでカロリーも気にならないし、 ヘルシーです。

他にも、 さばの塩焼きとかも減塩コースもついていて両面焼きなので、 裏がえしの必要もなくて、

焼き終わっても焦がす心配

もないので安心です。 市販

のロールパンも 「ぱんあた

ため」 で、 どこかのパン屋

さんに売ってるような焼き

たてパンになります。 ぜひ、

今度のフェアに来て体感し

てみてくださいね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

×〇



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

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」
補聴器相談会
１０月１３日･１４日

( 金) ( 土 )

少年野球少年野球

熊本チャリティ第２弾熊本チャリティ第２弾

パナソニックフェアパナソニックフェア

高齢者住宅電気点検高齢者住宅電気点検

熊本復興応援バザーの収益金の報告です。 今回は７,４５０円
でした。 皆様の善意でたくさんの不用品が集まっています。
また、 それを買っていただく方々も支援したい気持ちがある
せいか、 たくさんのお皿や文房具を手にして箱にお金を入れ
てくれます。 まだ、 不用品がある方はぜひ持ってきてくださ
い。 　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

営業日・休日カレンダー

営業日

休

休

営業日

バスツアー

７月２２日土曜日、 第６２回枕崎市少

年野球大会が行われました。 この少

年野球大会に何十年ぶり？に行って

きたのですが、 なぜ行くことになった

のかというと、 この少年野球大会は

昔から枕崎市自治公民館連絡協議

会 （以下 「自公連」） の主催になっ

ていて自公連役員の公民館長さんた

ちが各役割を担うことになっているそ

うなんです。 （今年から突然！公民

館長になりました） そしてその役割と

いうのが駐車場係。 若手は駐車場係というこ

とになっているようで役員の中でいちばん若い私

は必然的にそうなりました。 午前中はそうでもな

かったのですが、 お昼頃になるとかなり暑く、 麦

わら帽子など対策はしていたのですがかなり焼け

てしまいました。 ちょっと甘くみていました。 例年

は仕事で徐々に焼けていくのですが今年は一気

に焼けてしまい、 お客さんから 「おーっ頑張って

るねー」 と言われたり。 仕事じゃないんですけど

･･･と思いながら。 （笑） 大会の話ですけど、 出

場チームは１５チームで約半分が合併チーム、

少子化が如実に表れています。 我が折口町は

男の子が一人。 もちろん合併チームです。 優勝

は桜山東チームでした。 試合はほとんど見てい

ませんが。 （笑）　　　　　　　（中村隆洋）

岩城です。 電気工事組合青年部が毎

年行っている高齢者住宅電気点検活動

に参加してきました。 南薩地区の電気

屋さんが集まり高齢者のお宅に訪問し

て蛍光灯やコンセントを点検して切れて

今回の熊本復興応援チャリティバザーの収益金７,４５０円今回の熊本復興応援チャリティバザーの収益金７,４５０円今回の熊本復興応援チャリティバザーの収益金７,４５０円

試合前の市営球場

いたり危なくなっ

ていたら無料で

取替をするとい

う活動です。 今

回は吹上の中原

地区に行きました。 皆さん言われるの

が高い所は怖いから取替ができない、

電気は怖いという方が多く見てもらえる

のはすごく助かると言っていただきまし

た。 約３０件くらい回りましたが問題な

く終えることができました。 こういう活
動が皆さんのお役に立ててよかったと思います。 （岩城達矢）

７月７日～９日夏のパナソニックフェアを当店で開催
しました。 多くのお客様に花文字クイズに参加して
頂き、 クイズ正解者にきらきらの金塊をプレゼント！
お金持ちになったと喜んでいただき
ました。 （笑）
また電動カートの試乗もあり、 当店
でも取り扱っているということを知
っていただけるいい機会になったと
思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

クイズ

問題
今年の枕崎市少年野球大会

の出場チーム数は？

携帯･スマホから
も送れます。
ＱＲコードを読み
取ってください。

締め切り :１０月１０日ご到着分までとさせていただきます
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