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今どきの夏休み工作とは、、

いいね！

商店街舗に
て
好評発売中
!!

簡単に作れるバス・フィズ

手作りスイーツ消しゴム

こちらは工作というよりも
自分で消しゴムを作れてし
実験的な意味がある
まうキットです。これはｽｲｰﾂ
商品なんです。
ｼﾘｰｽﾞなので、写真のような
¥945
本物のｸｯｷｰそっくりの消し
材料を混ぜて固めるだけ
ゴムが簡単に
¥504
で、かんたんに手作りで
作れます！
発泡性入浴剤が作れて
6月4日放映のテレビ朝日
「SmaSTATION!!」で紹介されました。
しまうのです！

オーブンで作る
かんたん陶芸

初心者でも 木製工作キット
カンタン！ ログブロック

木の持つ自然な素材感を
生かして作る、木製品
¥1,365 工作キットです。
木製丸棒、板、軸木、ﾎﾞﾝﾄﾞ
作り方説明書などがｾｯﾄ
されています。もちろん
ｵﾘｼﾞﾅﾙで作るのもOKです。

自宅で簡単に陶芸が
体験できるキットです!!

¥1,890

オーブンがあれば大丈夫！

陶芸をやる機会なんて
そうそう無いですから
貴重な体験に
なりますよ！

クイズ【ピンボケかまぼこイエロー】はどこ？
「 ◯ ◯ 峠 」 @ 平 戸 島 (漢字2文字)

さて、ココはいったいどこ？「答え」は、なかしまの
Blog(ブログ)で受け付けています。8/20までに
http://blog.e-nakashima.comへアクセスしてください。
正解者5名様(抽選)にプレゼントを差し上げます！
※お客様へ※ いただいた個人情報については、当店のご案内や各
種情報をお知らせすること以外は使用しないことを厳守いたします。

月号

思ったより早く梅雨が明け、暑い日が続
いていますね。みなさまいかがお過ごしで
しょうか 。

六月初旬から小売部店頭において毎年恒
例の「たなばたコーナー」を展開しました。
今回はその一連のレポートです。
店長・鶴丸・山浦が自発的に工夫しなが
ら企画したコーナーということもあり、笹
については営業課の太田に自宅近くの山か
ら厳選したものを頼んだりと、手づくり
コーナーになり準備が整いました。
設置直後から、下校途中の小中高校生を
中心に、いろんな願いごとが書かれた短冊
がどんどん集まってきました。笹が足りな
くなって追加増設になり、コーナーが日に
日に賑やかになっていきます。「震災復
興」「学業」「恋愛」「健康」「夢」
みなさんのおかげで見てるだけでも微笑ま
しくなるコーナーに成長していきました。
たくさんの可能性が集積されたコーナー
をこのままにして最終日を迎えるのもどう
かな？ということで、七月七日の夕方に
「七夕ミニライブをやってみよう！」とい
うことに なり、慌 てて手配りチラシなどで
歌い手募集を始めました。 なかなか情報を
得られず来年へ持ち越しか？と思われたの
ですが、前々日になり猶興館高等学校音楽
部の方々とコンタクトが取れ、急展開でラ
イブ当日を迎えること
ができました。心配し
ていた人通りや盛 り上
がりについても、準備
時間が足りなかった割
には大成功だったと思
いま す。観に来てくだ
さった皆さま、猶興館
音楽部の皆さま、あり
がとうございました。

笹の短冊は責任をも
ってお焚き上げいたします。今月もみなさ
まにとりまして素晴らしい 日々であります
ように。 代 表 取 締 役 中 島 潤 二

文房具☆最新トレンド情報
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♯ＯＡ ワンポイントアドバイス＃
OA機器のトラブルをすばやく改善したい方へ!!
例えば、ファックス(電話)の送信や受信ができないな
ど、原因で意外と多いのは、電話回線ノイズ、断線と
いった屋外配線不良(塩害)があります。
1.ファックス(電話)回線確認NTTの場合は

雨の日に多い!!

2.オフィス機器のトラブル発生時は
株式会社

なかしま

NTTの
屋外配線
不良は
無料対応

までご連絡ください。

ｵﾌｨｽに存在するいろんな機器は、きちんと稼動している
ときには特に何も感じません。しかし、故障などのトラブル
が発生すると業務に支障をきたすことが多々あることはみ
なさまもご承知のことと思います。
【なかしま】は、オフィス機器の故障やトラブルをしっかりと
サポートさせていただきます。
お困りの場合はお気軽にご連絡ください。

一緒にトラブルを打ち返そう!!

♪スタッフの自由ノート♪
代表取締役
中 島 潤 二
いつもお世話になります。
このコーナーも全社員が一巡しました。
一番人気の枠ですので、
また心機一転で一巡二巡と続けて
いきます。どうぞよろしくお願いいたします。
前回までは自己紹介でしたので、今回からは各スタッフの
自由にまかせて、メッセージを発信していきたいと思います。
仕事・家庭・趣味・健康・・・どんな話題が出てくるのか想
像もつきませんが、どうぞお楽しみに！

商店街

店舗より
お知らせ

花火

PC Hacks!!

好評
販売中

とても文具店とは思えない品揃え！
コンビニ・量販店では買えないおもしろ花火も
多数ご用意してお待ちしています！

パソコン業務をより良くするための方法

気になる

大量のファイル名を一発で変更
文書や写真などのファイル名を、一発で変更できます。撮影
した画像なら、撮影日や場所の情報を頭につければ、管理が用
意になります。サブフォルダの中のファイルも一括変更が可能
です。
これでフリー(無料)とは、、、すごいです！

Namery
フリーソフト(無料)です。
以下のサイトを
参照してください。
http://www.remus.dti.ne
.jp/~kuwa/
OS:2000/XP/Vista/7

頭も体も活性化！ スピーディな

Number!!

なんの数字？

52％

話題の食べ物のために「30分以上待てる」女性
日本ケンタッキー・フライド・チキン㈱が20代の女性201人
を対象に行った調査で、「世間で話題の”新しい食べ物”
のために何分行列に並べるか？」と調査したところ、半数
以上の人が30分以上の時間を回答。「話題のデザートを
買うために、金沢から新宿まで行った」という人までいて、
その好奇心は半端ではありません。とはいえ、関心が移り
変わるのも早いもの。店側にとっては、行列ができなくなっ
てからが勝負どころと思われます。平戸のグルメは、今後
どの
ように発展していくのか、楽しみですね。

朝食レシピ

調理時間 5 分

もやしとコーンの簡単炒り卵
材 料 ( ２人 分 )
もやし ½袋
コーン缶 大さじ3
卵 ½個分
「ほんだしいりこだし」
小さじ1/4
サラダ油 小さじ2
塩、こしょう 少々
ウスターソース 小さじ2
はちみつ 大さじ2
青のり 少々

作り方
①コーン缶は汁気を切る。卵はボウル
に割り入れ、溶きほぐす。
②耐熱容器にもやし、①のコーン・溶
き卵、いりこだし、サラダ油、塩、こ
しょうを加え、サッと混ぜあわせる。
ふんわりとラップをかけて、電子レン
ジ(500W)で2分加熱する。
③一度取り出し、全体を混ぜ合わせて
さらに1分加熱する。仕上げにウス
ターソースをかけ、まぜ合わせ、青の
りをふる。

【編集後記 】いつもお読みいただきありがとうございます。枠が足りなかったので補足です。たなばたコーナーは最後まで若い世代に助けてい
ただきました。個人的にはコーナーがどんどん成長していく過程が面白かったです。七夕Liveについては、スタッフもよく諦めなかったと思いま
す。厳しい日数でしたが結果的にはこの上ない巡り合わせで素晴らしいイベントになったのではと思います。さて、前回のクイズ、答えは「大バ
エ」灯台@生月町でした。賞品の当選はお届けをもってかえさせていただきます。

商店街店舗へお車でご来店のお客様へ
パチンコディアナ
パチンコディアナさんとなり
さんとなり
木引田中央駐車場
木引田中央駐車場の
の

30
分 無料駐車券
30分
を差し上げています！
を差し上げています！
歩いて
30秒！

駐車場ご利用の
ご協力をお願い
致します。

長崎県平戸市一円をカバーする、
オフィス用品販売カンパニー

【大垣オフィス】

8:30-17:30 日曜日のみ休業

〒859-5121 長崎県平戸市岩の上町159-5
TEL (0950)23-2311 / FAX (0950)22-5577
【小売部】

月~金 9:00-19:00 土日祝祭日 9:00-18:00

〒859-5113 長崎県平戸市木引田町430
TEL / FAX (0950)23-8558 年中無休で元気に営
業！

