
 先日お客様からエアコンの吹き出し口の汚れが気にな
るけどフタが閉まっていてどうすればいいか聞かれまし
た。 以前もお客様から羽根を壊してしまったと連絡が
あり行って聞いてみると、 運転中に棒を突っ込んで壊
したということでした。 こういう時はリモコンのエコナビ
ボタンを５秒以上長押しすることでフタを開けることがで
きます。 ５秒は結構長いので根気よく押し続けてくださ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うまくい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かないときは電池の消耗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が考えられます。 その時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はご連絡いただければと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思います。 （中村 隆洋）
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営業日・休日カレンダー

ドコデン友の会 会員募集中

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」

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

当ててください

締め切り :１２月３１日ご到着分までとさせていただきます

第９９回箱根駅伝２０２３

の総合優勝は？

見事当たった方の中から５名様にステキな賞品を差し上げます

詳しくはうら面記事をご覧下さい

エアコン吹き出し口の掃除エアコン吹き出し口の掃除

神様の役でした神様の役でした

うさぎ作り教室うさぎ作り教室

   先日、 息子のソフトボールチームの試合へ
行きました。Ａチームの試合だったので、 息
子は応援を頑張っていました。 先輩達が点
数を沢山取ってくれたので、 息子は代打で出
番がきました。 ツーストライクと追い込まれ、
後のない中、 ツーベースヒットを打ちました。 息子は、Ａ
チームの試合に出てヒットを打ったのが初めてだったので
凄く喜んでました。 その日を機に、 もっと上手になり、 ま
た試合に出たいと言う事で、 家での練習用にネットを購入
しました。 ソフトの練習の日は、 主人も一緒に練習に参加
したり、 休みの
日はキャッチボ
ールなどをして
います。 息子の
上達が楽しみで
す。 （山元理恵）

ツーベースヒットツーベースヒット

　　　１０月２８日に、 ５名のお客様と、 う
さぎ作りをしました。 来年の干支が
うさぎなので、 なにかしら記憶に残
るうさぎを作りたいと思い、 手芸の
得意なお客様の協力のもと、 実現で
きました。 ちりめんの布を縫い合わ
せていくので、 少し手間もかかりま
したが、 それぞれの思いの詰まったうさぎが
完成しました。 私はうさぎ年なので、 また、
１２月には、 ブリザブト゛フラワーで、 うさぎ
作りを計画しています。 ぜひ一緒に作ってみ
ませんか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

　　　１０月２０日、 枕崎商工会議所の婦人部の３０周年の式典が花渡川
ビアハウスで行われました。 私は、 まだ商工会議所の婦人部に入っ
て間もないので、 どんな内容なのか、 わからなかったのですが、 市
長や商工会議所会頭や市会議員の議長や県内の婦人部の方々を招
待するという、 おおがかりな式典でした。 その中の余興で 「鹿籠

 ＰＣＲ検査、
受けた方も多
くおられると思
いますが、 私
は１０回くらい
受けています。 病院で受けたのも
ありますが最も多いのが市販の検
査キットを使ったものです。 福岡に
いる娘、 孫と会ったり県外に行った
り接触するたびに検査しています。
割と安価で受けられるのでよく利用
してます。 お客様と接触する機会
が多いですし、 やっぱり自分自身
も安心します。 　　　（中村 隆洋）

金山ものがたり」 の劇を披露する事になり、 私は 「神様」 の役で、 ３行のセリフ
がありました。 衣装は自分たちで調達するということで、 友達が協力してくれて、
立派な神様の衣装ができました。 本番までは、 劇の練習に１４回集まり、 会員のみ
んなが一生懸命に劇に取り組んだおか
げで、 当日は笑いの渦で
盛り上がりました。 私も
セリフを間違えずに言え
たのでほっとしました。
この劇のおかげで金山の
歴史を知ることができて
よい経験ができました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村千加代）

Ｆ１Ｆ１

ＰＣＲ検査ＰＣＲ検査

５秒長押し５秒長押し

　１０月８日に３年ぶりに三重県の鈴鹿サーキットに行ってきました。 目的はＦ１日本グランプリの
レース観戦です。Ｆ１は自動車レースの中でも世界最高峰のレースで１年間のうちの約９カ月を
かけて世界各国を転戦します。 このＦ１の魅力にとりつかれて４０年以上。 中学生の頃にＦ１雑
誌をむさぼるように読んでいました。Ｆ１が日本で本格的に開催されるようになって３５年ほぼ毎
年観戦していたのですが、 昨年、 一昨年とコロナで開催されず残念な３年間を過ごしました。 
今回行ってみて３年ぶりということもあったのか、 人の多さにびっくりしました。 人、 人、 人です。
人の渋滞が起こるほどです。 また若い人が増えたなと感じました。 ３５年前
は生まれていない人たちです。 小さい子供連れの家族も多かったですね。
もちろん私みたいなオールドＦ１ファンのおじさんも多いですよ。 私よりも上
のおじさんおばさんも多いです。 おじさんおばさんたちの特徴はお一人様が
意外と多いです。 私もその一人ですが･･･、 思うに昔はＦ１好きの友達と、
また子供たちと家族で観戦していたのがだんだん減っていき自分だけ残った
ということかな？と。 もうひとつおじさんおばさんの孫連れの姿もよく見ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私も来年は孫連れ観
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦ができればいいなぁ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村 隆洋）
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「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

答え

先日は コロナで唸らせれてる中 台風被害に困っていました。電話を

したら いつも通り すぐ対応して頂きました！ありがとうございまし

た！支払いも 今どきの PayPay で済ますことが出来たので 払いに行

かなきゃーって 気になることもなかったです！これからも 我が家の

電気屋さん よろしくお願いいたします (( ヾ (*´�`* )

 来年１月２日と３日に第９９回箱根駅伝が行わ
れます。 ということは再来年は１００回目になる
んですね。 ところで第１回大会は１９２０年だそ
うですが、 日本長距離、 マラソン選手を育成し
なければならないということで日本マラソンの父
と言われるあの金栗四三さんの発案で始まった
そうです。 大河ドラマ 「いだてん」 の金栗四三
さんです。 さて今度の箱根駅伝はどの大学が
優勝するのでしょうか。 というわけで、 今回の
クイズは箱根駅伝です。 （中村 隆洋）

箱根駅伝箱根駅伝

前回のクイズの答え

でした

ピンクの豚

ハロウィンおばけの重さハロウィンおばけの重さ 結果は、
１.７㎏でした。
ピタリ賞
２名様でした。重さ当て→

青山学院大学
順天堂大学
駒澤大学
東洋大学
東京国際大学
中央大学
創価大学
國學院大学
帝京大学
法政大学

大東文化大学
明治大学
城西大学
早稲田大学
日本体育大学
立教大学
山梨学院大学
専修大学
東海大学
国士舘大学

 出場大学２０校 ＬＩＮＥで箱根駅伝ＬＩＮＥで箱根駅伝
ドコ電カッコ伝クイズも箱根駅伝の予想
問題になっていますが、 それとは別に
LINE でも少し高度な？問題をご用意し
ています。 LINE だけの豪華商品もあり
ます。 ご参加頂くには
当店の LINE に友だち
登録をお願いします。
右の QR コードを読み取
ってください
※既に友だち登録している方は
新たな登録は必要ありません

登録はこちらから
↓　↓　↓

Ｍ様

Ｓ様

Ｍ様

I 様

Ｅ様

Ｓ様
I 様

伊藤様

こちらこそ、 お困り事がある時は思い出してください。 孫の成長が、 じいじとばあばの元気の素ですよね。

スタッフにあたたかいメッセージありがとうございます。

名前は 「彰紀 （しょうき）」 です。 よろしくです！！

まちがいさがし楽しみにしていただきありがとうございます。 お言葉、 スタッフの励みになります。

本当にこんなご時世で面会できないのが残念でした。

工夫して何かを作ったり考えたりすることは大切だと思います。 脳トレにもなるかも！！

これからもかかりつけの電気屋として対応していきますので利用してください。


