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毎度ありがとうございます。
徐々に冷え込む日が増えてきました。い
よいよ十二月、みなさまいかがお過ごしで
しょうか。四年ほど前から、ほぼ毎日、二
～三行程度の日記をつけています。普段は
読み返すことはないのですが、パラパラと
今年を振り返ってみました。恥ずかしいの
ですが、主なものをいくつか紹介してみた
いと思います。
書かれている文面からすると、かなり
ショックを受けていたよう です。三 月十一
日、平戸では何ごともなかったような晴れ
た日。今年一番の悲惨な出来事である東日
本大震災について。普通に呼吸をしている
ことさえ最悪感を覚えるような数日間が記
されています。未曾有の大災害でたくさん
の命が奪われ、いまだに不自由な生活を送
られている方も大勢いらっしゃいま す。復
興にはまだまだ相 当の時間がかかることで
しょう。私たちはこれからもいろいろな支
援を続けていかなくてはなりません。
それから、七月。店頭前に設置していた
七夕用の笹に、下校中の学生や子どもさん
が、連日、願いごと短冊を提げてくれまし
た。笹を追加しなければならないように大
量になったため、このまま撤去するのも寂
しかったので、七夕の日に猶興館高校の音
楽部のみなさんにお願いしてミニコンサー
トを開いてもらい、いろんなお客様に支え
られているとあら ためて実 感しています。
最後は亀岡神社でお焚き上げ。願い事がか
ないますように！感謝 するしかあり ません。
そして社内での様々なイベントや出来事
には、よくがんばったスタッフへの感謝の
気持ちがいくつも書かれています。 企(業秘密 )
昨年から大きく違っている点といえば、
我が子と過ごした出来事が少しは増えたか
な？と感じたこと。また、会長の初盆や一
周忌で、たくさんの方々にはたいへんお世
話いただきました。まだまだあるのです
が
今年一年、いろんなことがありま
した。会社としても皆様に支えられて、わ
ずかですが成長させていただきました。
来年も【株式会社なかしま】は全力でが
んばりますので、どうぞよろしくお願いい
たします。
今月も素晴らし い日々でありますように。
中 島 潤 二
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代表取締役

文房具☆最新トレンド情報
今年よく売れました！

摩擦熱で消え
消せるボールペン
る！
PILOT フリクションボール

ボールペン字が

消える！

たとえば、手帳にボールペン
で書いた予定などが変更に
なった場合、今までは消せな
かったのが、このペンを使えば
簡単に消すことができます！
携帯
ハサミ

630円

いいね！

商店街舗に
て
好評発売中
!!

もうご存知の方もかなりいらっしゃる
と思いますが、まだ知らないという
方は必見です！ ボールペンは一度
105円
書いたら消せない、という思い込み
より
がひっくり返ります！
漢字を間違ってばかり
出ません！
消しカスなんか

ペンカット

NHK「おはよう日本」や
「笑っていいとも」など
で紹介されました！

最初は、えっ、これが
ハサミ？っていう見た目は
ペン型なんです。それを
ちょっとした操作をすると
ハサミに早変わり！携帯
性バツグン！年間ずっと
売れ続けてますよぉ～。

の自分にはピッタリの
ペンﾆｬﾘ☆ かなり
売れてるんだﾆｬ☆

自分好み、自分だけのボールペンが作れます！
三菱
自分流に
使う！鉛筆 スタイルフィット

学生さんから大人の方
まで幅広い世代に人気！
ガンガン売れてます！

本体や替芯の色を
自由に組み合わせ
して、自分にあった
多色ペンが作れます！
本体の限定柄がオススメ！

♯ＯＡ ワンポイントアドバイス＃
印刷コスト改善したい方へ!!
年賀状の印刷は、お済みでしょうか？
毎年この時期になると外注にするか、自分で作成する
か迷ったりしていませんか？
いざ取り掛かろうとすると、インク切れや、印刷する ハガキ全体を
と写りが悪いなどのトラブルが起こりやすいようです。色で塗りつぶすと
弊社にもそういったプリンタートラブル相談をいただ インク減りが
早いぞ！
き、緊急訪問が一年で一番多い時期です。
インクジェットプリンターの場合使わない期間が長い
と、プリンター内部が乾燥してしまいいざという時か
すれて使えなくなる場合もあるので、日頃より週一程
度に動かしたほうがいいようです。

又、プリンターを入替えたりする場合は、本体価格、印刷コ
スト、保守料金を選ぶポイントに考えたほうが印刷量が多
めの方は最終的な印刷コストダウンになるようです。

例
こちらも限定品！

クイズ【ピンボケかまぼこイエロー】はどこ？

[ ◯ノ巣トンネル @ 生月町 ](漢字1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。12/20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。

♪スタッフの自由ノート♪
営 業 課
太 田 清 隆
いつもお世話になっております 。
平戸市内小中学校様と平戸中部
地区、南部地区のお客様を主に担当
しております。
備品、文具、OA機器などの質問、お
問い合わせなどの対応はまだまだと思いますが、今後もよろ
しくお願いします。
最近 昼間でも猪を見かけます。畑を荒らせれたという話を
よく耳にします。
車との事故など多くなってるかと思います。
こどもが一緒だと、攻撃してくることがあります、夜間は特に
注意してください。

商店街

今さらですが、、

店舗より
お知らせ

アカウントは

@Stationery_Naka

ツイッター

メイン担当は
、たまに
でやってます。
新商品情報はもちろん、ツイッター限定お得

始めました！

情報からくだらないことまでいろいろですヽ(´∀`*)
フォロー、ＲＴ、お待ちしてます！

PC Hacks!!

気になる

パソコン業務をより良くするための方法

邪魔な窓を一時的にどかす！

なんの数字？

2万1,000社

たくさんのソフトやファイルを開いて仕事をしている時に、
デスクトップにアクセスしたい時ってけっこうありますよね。
そんな時、画面左端にあるワイパーを動かすことで、邪魔な
ウィンドウを動かすことができるんです。しかも無料！これは
「いいね！」

「長寿企業」の数

東京商工リサーチの調査によると、国内で創業100年を超える
長寿企業の数は、2万1,066社。(2009年9月30日時点)
もっとも古いのは、テレビなどで紹介されていてご存知だと思
いますが、大阪にある寺社建築会社・金剛組。西暦578年の飛
鳥時代、聖徳太子の命を受けた百済の匠3人が、海を渡って日
本にやってきたというのが発祥といわれています。
都道府県別での創業年が古い上位3社の業種になると、もっと
も多かったのは旅館・ホテル業、次に清酒などの酒類製造業、
そして菓子製造販売と続きます。倒産・廃業の単語をよく耳にし
ますが、先の見えない世の中、儲かっている会社よりも存続する
会社を称えたいと感じますね。ちなみに当社は創業77年。

Wipe Out
フリーソフト(無料)です。

Google,Yahooなどの検索
エンジンで「Wipe Out」
を検索してください。
カンタンなダウンロードとインストールで使えるように
なります。

頭も体も活性化！ スピーディな

Number!!

朝食レシピ 鮭のレンジマリネ 調理時間 10 分
材 料 ( ２ 人 分 )

作 り 方

生鮭 2切れ
塩・粗挽き黒こしょう 各少々
玉ねぎ ¼個
セロリ ¼本
酒 小さじ１
酢 大さじ２
A 塩 小さじ1/2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ4
サラダ油 小さじ1
パセリ(みじん切り) 少々

① 鮭は食べやすい大きさに切り、
塩・粗挽き黒こしょうで下味をつける。
玉ねぎは根元を除いて繊維に沿っ
た薄切り、セロリは筋を除いて千切り
にする。Aを合わせてマリネ液を作る。
② 耐熱容器に鮭・玉ねぎ・セロリを
乗せて酒を振りかけ、ラップをかけて
電子レンジで加熱する(500Wの場
合、4分)。 オクラは塩で板ずりをし、
熱湯でさっと茹で、ヘタを除き小口
切りにする。
③ 温かいうちにマリネ液に漬ける。
④ 器に盛り付ける。

【編集後記 】最後までお読みいただきありがとうございました。今年の締めくくりである12月号は、本来ならば一軒一軒のお客様へ手渡しでお配りしなくては
ならないのですが、大量件数がゆえにお許しくださいませ。日記は寝る前にサラっと書いてるのですが、初めて読み返すといろんな人が出てきたり、いろんな
物ごとが思い出されたりと面白かったです。「反省」はあっても悪いことがほとんど書かれてなかったので救われました(^^ゞ。日記帳、絶賛発売中です！さて、
前回のクイズ、答えはたびら[昆虫]自然園@田平町でした。多数回答ありがとうございました。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】
〒859-5121

8:30-17:30 日曜日のみ休業

長崎県平戸市岩の上町159-5

TEL (0950)23-2311 / FAX (0950)22-5577

【小売部】
〒859-5113

月~金 9:00-19:00

土日祝祭日 9:00-18:00

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！

