
そして店内では、 ハロウィン用のか
ぼちゃの重さ当てクイズをして、 重
さ５.３㎏と書いたピタリ賞のかたが
ひとりいらっしゃいました。
また、 店内では 「そらさん」 のマッ
サージも大変好評で日頃の疲れが
癒されたと喜んでもらえました。
今回のキッチンカーやチャリティバ

20２１.11

キッチンカー＆チャリティバザーキッチンカー＆チャリティバザー

営業日・休日カレンダー

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」

野菜畑野菜畑

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。

回答は同封の回答用紙 （兼お客様の声用紙） をご利用ください

問題

締め切り :１２月２５日ご到着分までとさせていただきます

パリ協定の気温上昇を抑える目標は何℃？
３つの中から選んでください

正解者の中から５名様にステキな賞品を差し上げます

０.５ 　　１.５　 　２.５

ライン （LINE） でビンゴライン （LINE） でビンゴ

１０月２２日～２４日の３日間、
当店にキッチンカーが来てく
れました。 キッチンカー主催
者 「どうでしょうプロジェク
ト」 の方と知り合いになって

　このほど当店でＬＩＮＥ公式アカウントを開設しま
した。 早速友だち登録いただいた皆さんありがと
うございました。 そこでまず手始めに公式ＬＩＮＥ
開設記念として 「ラインでビンゴ大会」 を開催し
ました。 １０月１１日にスタートしてお休みを除い
て２４日間の開催となりました。 ルールはいたっ
て簡単です。 当店が毎日ＬＩＮＥ動画でビンゴ番
号を発表して、 参加の皆さんはお手元のビンゴ
カードを見る。 「リーチ」 「ビンゴ」 のメッセージ
をいただく。 それだけです。 でも 「毎日ドキドキ
だった」 「発表はまだまだかと待っていた」 など
声をいただきました。 ありがとうございました。 次回いつになるかわかりませんがまた開催しますので、 参加
されなかったかたも次回はぜひご参加ください。 今回身近なＳＮＳであるＬＩＮＥで皆さんとつながることでこちら

今年に入ってから、 主人が庭に２畳ほどの
畑を作り季節ごとの野菜を植えています。
初めてでしたが、 夏には （きゅうり、 ナス、
トマト） 順調に育ち毎日美味しくいただきました （すご
く美味しかった） ９月頃から、 冬野菜を植え始め （白菜、
キャベツ、 ブロッコリー、 春
菊他） 今こんな感じで （笑） 育っております。 これ
これから寒くなるので、 鍋の
季節が待ち遠しいです。 早く
食べたいなぁ。 （岡元めぐみ）
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パナソニックフェア
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パナソニックフェア パナソニックフェア

休

から、 トントン拍子に話が決まり、ＦＭラ
ジオの 「朝カフェ」 やＭＢＣテレビの 「て
げてげ」 の中で宣伝した効果もあって、 た
くさんの方々に来店していただきました。
オムライスやからあげは昼過ぎには、 完売
になってしまうほどの大盛況で、 店主の方
々もびっくりしていました。 　　　　そして当店
の店先ではチャリティーバザーも同時開催して、 これもまた大盛況でほぼすべて完売でした。 皆さんに募金して頂いたお金はなんと５１,０５０円になり
ました。 これは日赤令和３年７月大雨災害義援金として寄付させていただきました。 　皆さまのお気持ちに感謝です。 ありがとうございました。

ザーの開催にあたり、 たくさんの方々とのご縁や善意を感じて 「また次
は、 いつするの ?」 とか 「キッチンカー」 で買うのが初めてだったけど楽しかった」 とかお客様の感想も　聞くこと
ができました。 私たちスタッフもキッチンカー全店
制覇して胃袋が満たされた幸せな時間を過ごせま
した。 また、 お客様に喜んでもらえるような企
画を考えていきたいと思います。 （中村千加代）

からの発信もですが、 お客様からＬＩＮＥを活用してのお仕事依頼、 お問い合わせ
などコミュニケーションに活用できればと考えています。 ぜひ活用していただきたい
と思います。
　　　（中村 隆洋）
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　最近よく聞く言葉ですがご存じですか。 私もあまり偉そうに言えませんが、 「持続可能な開
　発目標」。 わかりやすく言うと、 世界の誰一人取り残さない持続可能な社会をつくるという世
　界目標です。 それを２０３０年までに達成しようというものです。ＳＤＧｓは貧困、 飢餓、 ジェ
　ンダー、 気候変動、 平和など１７の目標があって、 その中でも最近は気候変動の問題がよ
く取り上げられていますよね。ＣＯ２の排出を減らす、 ゼロにすると各国が目標を立てています。

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）ＳＤＧｓ（エスディージーズ）

前回のクイズの答え

でした
銅

前回のまちがいさがし答えです

もちろん日本も同じです。 地球温暖化問題は以前から言われていますが、 最近特に取り上げられています。
　私は２０００年 （平成１２年） 頃、
深刻な地球温暖化の話を聞き自
分でも何かできないかと考え、
毎日乗る車でアイドリングストッ
プを始めました。 信号待ちでエ
ンジンを切るのです。 確かに燃
費もよくなりました。 ただこれが
めんどくさい。 そのうちに 「電
気自動車だったらそんな面倒な
ことしなくていいな」 と思い、
紆余曲折ありながら手作りの電
気自動車に乗ることになりました。
２００３年のことです。 当然です
が電気自動車は走行時にＣＯ２

を出しません。 燃費 （電費） も格段によくなりました。
今はアイドリングストップが付いている車も増えました。
電気自動車、 ハイブリッド車もかなり普及してきましたね。
私の電気自動車とは比べ物にならない高性能です。
その頃、 でんきやとして何ができるかと考えたとき、 省エネ製品をおすすめすることはもちろん

２００３年完成
    電気自動車ＥＶミニキャブバン
２００３年完成
    電気自動車ＥＶミニキャブバン

Ｔ様

公式 LINE 早速お友達登録しました！
ビンゴ大会が楽しみです。
22 日からの日替わりキッチンカーも
時間が合えば寄ってみたいです！

Ｉ様
Ｙ様

Ｓ様

Ｆ様

　個人的な意見ですが、 地球温暖化はもう止められないと思います。 いかに気温上昇を
最小限に食い止められるかだと思います。 先日ＣＯＰ２６が閉幕しましたが、 パリ協定
（２０１５年ＣＯＰ２１） で決まった気温上昇を１.５℃に抑えるという目標が確認されました。
２４年前の京都議定書はＣＯ２を何％減らすかということだったのですが、 パリ協定は気温
そのものなので具体的です。 ちなみに１９９２年リオでＣＯＰの準備会議があり、ＣＯＰ１が１９９５年ベルリン、 京都の会
議は１９９７年でこれがＣＯＰ３、 今年のイギリスの会議がＣＯＰ２６と長い間温暖化対策をやってきているのになかなか
温暖化が止まらないのは各国の足並みが揃わないからです。 グレタさんが怒るのも無理はありません。

「お客様の声」 をお寄せいただきありがとうございます「お客様の声」 をお寄せいただきありがとうございます

太陽光発電を取り扱い始めたのもこの頃です。 多くのお客様がご購入いただき温暖化防止に貢献いただいています。 　

まずはひとりひとりが意識して少しずつでも温暖化防止につながることをやっていくということ
だと思います。 ただし、 無理する必要はないと思います。 できる範囲でやればいいと思います。 今は乗っていませんが私の電気
自動車は、 市販の車を電気自動車に改造したものです。 仲間といっしょにワイワイやって作ったのを思い出します。 その時が一番
楽しかったですね。 省エネもゴミ削減も無理なく楽しくやることが一番です。 考えてみれば皆さんにご協力いただいたチャリティバザ
ーはゴミ削減になり、 いただいた募金は豪雨災害に寄付させていただきましたがこの災害も温暖化の影響と考えられていますから、
みんなでＳＤＧｓを実践していることになりますね。 これも全く個人的な意見ですが、 ちょっとした楽しめるしくみにできればいいのに
と思います。 「使用済みペットボトルを１０円で買い取ってくれる」 とか。 私も孫がいるので次の世代また次の世代が困らないようにしたいものです。 （中村 隆洋）

グレタ ・ トゥーンベリ （１８歳）
スウェーデンの
　　　　環境活動家。
政治家や権力者たち
に対し、 歯に衣着せ
ぬ発言で世界的に
　注目されています。

Ｕ様

ビンゴ大会に参加して頂き
ありがとうございました。
楽しんでもらえたかなぁ

「お客様の声」 を書いて頂いて読むのも楽しみにしているようでありがたいです

私も東京パラリンピックの選手の皆さんに元気や勇気をもらいました

私たちもお客様の期待に応えられるよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がんばるぞー　　　　　　いつもありがとう

最近あの 「メンフクロウ」 がトレードされて 「シロフクロウ」
にチェンジしていました。 びっくりです。 またいつか写真載せますね。

今回のまちがいさがしも少し難しいですががんばって見つけてください


