
　　　　　　　　　北京オリンピックは日本人選手の活躍すごか
　　　　　　　　　ったですね。 コロナ禍ということもあり毎日の
　　　　　　　　　ように観ていました。 そしてなんと日本は金
　　　　　　　　　３個、 銀６個、 銅９個のメダルを獲得してく
　　　　　　　　　れました。 平野歩夢選手、　小林陵侑選手、
　　　　　　　　高木美帆選手の金メダル素晴らしかったです。
個人的にはスキージャンプ女子の高梨沙羅選手に特に注
目していました。 今度のオリンピ
ックで悲願の金メダルを獲って欲
しかったのですが、 結果は４位。
残念！実はスキージャンプ女子
ワールドカップはＢＳで放送して
いるのでよく観ていました。 高梨
選手は身長が１５２センチしかあ
りません。 他の選手と比べても
特別小さいです。 小さくて逆に目
立つほどです。 でもその小さな
体ですごい飛びます。 今シーズ
ンは調子も良かったので金メダル
行けるかも、 と思っていたんです
けどね･･･。 また混合団体ではあ
の悪夢の失格。 でもなんだかん
だ言っても沙羅ちゃんはずっと世
界のトップクラスで活躍していま
す。 通算６３勝も男女合わせて
も歴代第１位ですから。
　オリンピック･パラリンピックが終
わって、 いつもそうですけど、 選手がが
んばっている姿を見て 「ありがとう」 と言
いたいです。 　　　　　　　　　（中村 隆洋）
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ひまわりプロジェクトひまわりプロジェクト

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」

LINE でクイズLINE でクイズ

マイクロブタのうめちゃんマイクロブタのうめちゃん
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この時期ならではの･･･この時期ならではの･･･

　毎日ウクライナ侵攻のニュースを見て心が痛みます。 私の両親が
昔話していたことを思い出します。 空襲の中を走って逃げたとか、
機銃掃射で人が撃たれたとか、 はるか昔のことと思っていたのです
がウクライナでは現実そのようなことが起きています。 でも何もでき
ない自分がここにいるのも事実。 何かできないものかと思っていた
ところに、 絆の会の櫻木さんから 「ひまわりプロジェクト」 の話が
ありました。 「絆の会」 とは、 私たちでんきやのグループで全国の
でんきやさんが入っています。 その

当店内にひまわりプロジェクト募
金箱を置いています。 お預かり
した募金は日本赤十字社を通じ
て 「ウクライナ人道危機救援金」
に寄付させていただきます。

メンバーの東京のでんきやさんが 「ひまわりのタネ」 を配ろうとい
う話があり、 それを聞いた絆の会の取りまとめをしてくれている櫻
木さんから 「ひまわりプロジェクト」 の話が来た、 というわけです。

 これは当店もぜひやろうということで皆様にご案内することにしました。 （詳しくは同封の案内をご覧ください）

ひまわりは、 ウクライナ国花。 またロシアの国花でもあります。

  動物好きな鹿児島市内に住んでいる娘 ( 婿 )
の家にまたまた、 新しい動物が仲間入りしま
した。 それはマイクロブタです。 テレビで今
はやっているペットとしても紹介されていま
したが、 まさかブタをペットにする人がこん
な身近にいるなんて ( 笑 )　名前は 1 月生まれな
ので 「うめちゃん」 とつけたそうです。 まだ２か月で
１.８kg の可愛い 「うめちゃん」 ですが、 食欲旺盛なので
大きくなりすぎないか少し心配しています。 先日もフル
ーツ大好きな 「うめちゃん」 はいちごをまるごと一個食

　毎年この時期になると花粉症に悩まされている有馬です。
年によって症状に強弱はありますが、 今年も鼻水と目の痒みに襲
われています。 発症は何時だったかどうかは定かではありません
が、 元々アレルギー性鼻炎を持っていたので目の痒みが出始める
までは花粉症である事に気が付きませんでした。 そう、 気が付いたら罹っていた
と言うヤツですね。 同じ花粉症の人からは飲み薬が良いとか聞いたりしますが、
私の場合は目の痒み防止に目薬を常備する程度しかしていません。 ただ近年は
発症はするのですが症状が軽く済んでいるので体の方がだいぶ適応してきたの
かな？と楽観視している所です。
　やれ痛風だったり、 尿路結石だったり、 腰痛で嘆いてみたりとあちこちにガタが
来ていますが、 体を労りながら生きて行こうと思う今日この頃です。 （有馬 成幸）

北京オリンピックパラリンピック北京オリンピックパラリンピック

ひまわりプロジェクトの中身は、
４月上旬～中旬頃にミニひまわり （スマイルラッシュ） のタネ
をお渡しします。 そのミニひまわりを皆さんで育ててもらい、
咲いたひまわりの写真を撮って全国の皆さんと共有して平和
を願うというもので
す。 日本全国の
皆さんといっしょに
同じミニひまわりを
育て、 ウクライナ
の人たちを思う気
持ちをかたちにで
きればと思います。
ぜひご参加くださ
い。 共に支援の
輪を広げま
しょう。
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べていました。 その様子を見ていた３歳
の孫はいちごが苦手だったのですが、
「うめちゃん」 に刺激されたのか、 いちご
が大好きになりました。 私自身は、 あま
り動物は苦手ですが、 「うめちゃん」 が
なついてくれているので、 一緒にこれか
ら孫と 「うめちゃん」 ふたり？の成長が
楽しみになりました。 　　　　　　　　　　　（中村千加代）

　２月１４日～２６日まで 「ライン
でクイズ」 を開催しました。 ご
参加いただいた皆様ありがとう
ございました。 参加者６８名中、
全問正解者６名でした。 スタッ
フ全員の個人的な事をクイズ形
式にして３択問題にしたのです
が、 難しかったようでしたね。
おわかりの方も多いと思います
が、 これまでのニュースレター

の記事からの出題でした。 お客様から 「これか
らは、 ニュースレターとっておかないとダメだ
ね」 とか、 「しっかりニュースレターの中身を覚
えておくね」 の感想など
頂きました。 それでも、
「難しかったけど楽しかっ
た」 と言ってもらえてよ
かったです。 次回も何か
ワクワクできるような企
画を考えますので、 まだ
「公式ライン」 登録して
いない方はぜひ、 登録お
願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）
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ワールドカップ通算６３勝目ワールドカップ通算６３勝目

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 :４月３０日ご到着分までとさせていただきます

北京オリンピックスキージャンプ混合団体
日本の結果は何位だったでしょう？

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

４位　　　５位　　　６位



「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

枕崎方言クイズご回答ありがとうございました枕崎方言クイズご回答ありがとうございました
たくさんの回答を頂きありがとうございました。 正解者率は９０％以上、
やはり皆さんよくご存じでした。 一番難しかったのは 「つっどごい」 と
「おんがめ」 だったようです。 下記は今回の方言の由来です。

今年も楽しんでもらえるイベントなど企画しますね   ！

方言クイズの答え

どれだけ知ってる？ 枕崎方言クイズどれだけ知ってる？ 枕崎方言クイズどれだけ知ってる？ 枕崎方言クイズ
次の枕崎弁を当てはまるイラストに番号を記入して下さい
１．えっがね　２．ほじょ　３．つっどごい　４．ぞい　　５．そい

６．おんがめ　７．だんざ　８．ふっのもっ　９．はなし　10．おかべ
ふっのもっ

おかべ

おんがめ

ほじょ

だんざ

ぞい

つっどごい

えっがね

そい

はなし

２１

３ ４

５

６７

８９

10→前回のクイズの答え

でした
約９０名

Ｓ様

Ｆ様

Ｔ様

Ｉ 様

Ｙ様

Ｓ様

Ｔ様

Ｎ様

「まちのでんきや」 として地元に根づいたお客様に喜ん
でもらえる仕事をこれからも目指してがんばります。

LINE でクイズは難しかったとの声がありましたがどうでしたか？

ワイヤレススピーカーは私も使っているのでよくわかります、 ありがとうございます。

ウィズコロナの生活の中でひとときの安らぎを感じてもらって嬉しく思います。

コロナをトラが退治してくれる日が来ることを願います　　！

３月２５～２７日にまたキッチンカーが来ますので遊びに来てくださいね。

ステキな虎さん親子描いていただきありがとうございます。


