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毎度ありがとうございます。
暦の上ではすでに秋です。みなさまいか
がお過ごしでしょうか。
個人的なことですが、毎年８月は本業以
外のことで忙しい月になります。そ れはい
ろんなイベントが８月に集中するから。ま
ず、商店街歩行者天国イベント「コックス
フェスタ」が幕開けとなります。日常、集
客に悩む商店街もこの時ばかりは大勢のお
客様で路面が埋まってしまいます。翌日が
平戸港の夏まつり花火大会。商工会議所青
年部主催の恒例ステージイベント「女性う
で相撲大会」も大いに盛り上がりました。
両日とも お天気に恵まれ安心しまし た。ご
来場いただきましたみなさまのおかげです。
祭りの前半戦を終えるとすぐに、私が担
当している大島村への定期訪問に移ります。
ここでようやく本業に専念！となるはずで
すが、今回は一日社会人研修ということで
夏休み真っ只中の長男と同行。お客様から
はジュースやお菓子などをたくさんいただ
きました。その節はお世話になりました。
本人は緊張のためかなかなか笑顔が出ませ
ん (^_^;)
恥ずかしいのか、なかなか挨拶
が・・・そして疲れたのか、昼食後は車内
でうたた寝 (-_-;)

直
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そしてこの文章を書いているのがお盆休業
の社内。お盆が明けるとすぐに、木引田町
天満宮の夏まつり準備が始まります。忙し
い８月があれ～っ！という間に過ぎ去って
しまいます。本業からは遠ざかる時期です
が自分なりに地域への恩返しのつもりで微
力ですががんばっています。
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

慣れないことばかりでうっかり寝

店長の

文房具☆最新トレンド情報

さらに女子力アップに！
お手持ちの

ネーム９が、、
こんなに
カワイク
なります!

いいね！

商店街舗に
て
好評発売中
!!

営業課長井上の

『ＯＡ ワンポイントアドバイス』

Wi-Fiって何？知っておきたい【OA豆知識編】
Wi-Fiとは、対応している端末同士が問題なくつながる無線Ｌ
ＡＮの規格です。下記のような例があります。

真っ黒なシヤチハタ印は
はっきり言って可愛くは
ないですよね。でも今は
はんこもカワイクする時代
なんです
なんと1分程度で簡単に
着せ替えできますよ
これならポケットへ入れていても、デスク脇に
置いていても、可愛さにテンション上がりますよ

ADSL回線などに接続
されたモデムからルー
ターを経由してイン
ターネットを利用する
方法

シヤチハタ

ネーム9

着せ替えパーツ 840円
今回のデザインは、
ディズニー110周年記念の
限定モデル品です。
お早めにお求め下さい！ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続
されたアクセス
ポイントを利用
する方法。

ドナルド

プーさん

マリー

広範囲で高速な【WIMAX】
次世代の高速通信サービス【LTE】

アリス

クイズ【ピンボケかまぼこイエロー】はどこ？
[ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ひらど @ 平戸島 ]
(カタカナ５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。9/20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♪
商品管理課

白 石 あ や 子
こんにちは 。娘が0歳の時から、
なかしまにお世話になりその娘が
18歳になります。ある時「私自身
の病欠がない」と評価していただいた
ことがあります。それは自分でもびっくりでしたが、
4人の子供の事で休ませて貰うことが多いので、自分の
事は考えたことがなかったです。
幸い子供の頃から健康でしたので母に感謝しています。
自分ではなんともないのですが、年齢を重ねますといろ
いろありまして、最近は月一、通院しています。
これも健康診断のおかげです。自分の努力次第で何と
かなる病気（？）なので 日々の生活で、努力している最
中です。

９月のインフォメーション
報 ！
速
ス
恒例のＯＡフェアを、今年も開催させていただくことになりました
ニ ュ ー

「業務効率アップ！」

今回のテーマは、ズバリ

PC Hacks!!

パソコン業務をより良くするための方法

仕事がサクサク進む！
ショートカットキー 厳選２３！
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Windowsのファイル削除は、誤削除防止ため、「ごみ箱」を経
由して行われるのが一般的。しかしこのやり方だと、削除作業
のあとに「ごみ箱を空にする」が必要となり、2度手間だ。確
実に消去してもよいファイルの場合は、一度の操作で完全消去
できるこのキーを利用しよう。

＋

[Shift]+[Delete]を押すと、
「○○(ファイル名)を削除しま
すか？」という確認メッセージ
が表示されます。 (^_^)/

頭も体も活性化！ スピーディな

詳しくは、
詳しくは、
担当営業より
担当営業より
ご案内いたします
ご案内いたします
さらなる効率化に向けて、一緒に取り組んでいきましょう！

Number!!

なんの数字？

73.8％
「エコより低価格を重視」して自動車を選ぶ人の割合
昨年7月に、マイボイスコム㈱が、自家用車を所有して日
常的に運転するモニター1,000人にインターネットで調査し
たところ、自動車に対して「本音では、エコより低価格を重視
する。」という回答が73.8%を占めたそうです。エコカーへの
買い替えはいいことだと思う人が76.0%いる一方で、興味は
あるものの高すぎて手が出せないという人も74.4%いました。
自動車の購入・買い替えに重視する点についても、1位は
購入価格(82.7%、複数回答)で、燃費の良さは2位、(64.9%)。
環境のためとはいえ、高い買い物はしたくないのが実情の
ようですね。

調理時間 10 分

朝食レシピ

お腹すっきり「フルーツのヨーグルトチョコがけ」
材 料 ( ２ 人 分 )

作 り 方

バナナ 1本
レモン汁 少々
いちご 中4粒
キウイ 1個
黄桃（缶詰）(あれば) 1切れ
プレーンヨーグルト 大さじ4
チョコレートシロップ 適量

① バナナは皮をむいて輪切りにし、レモン汁
をかける。いちごはへたをとり、キウイ
は皮をむいて縦4等分に切り、黄桃は食
べやすい大きさに切る。
② ①を器に盛ってプレーンヨーグルトをかけ、
チョコレートシロップをかける。

果物はりんご、みかん、白桃などの缶詰を使ってもおいしいですよ(^_^)
【編集後記 】平戸商工会議所青年部の今年度会長を務めている中島です。恒例イベント「女性うで相撲大会」に参加募集をおかけし
ましたところ、たくさんのチームにお集まりいただきまして誠にありがとうございました。今回は賞金が例年の2倍になっていた関係
で、決勝は気迫の！試合になりました。舞台袖に立ってましたが少し恐かったです(^^ゞ。しかしながら楽しいイベントです。来年も
やりますので、みなさまお誘い合わせの上、ぜひご参加くださいませ。前回のクイズ、答えは [白]岳の山頂 @ 平戸島でした。多数の
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
歩いて
30秒！

P

木引田中央駐車場

30分無料!!
30
分無料!!
無料駐車券を差し上げます！
無料駐車券を差し上げます！
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！

