
こ んにちは、末吉です。 

いかがお過ごしでしょう か。１０月に入り暑さもぐっと 和らいだよう に思います。

特に朝晩の涼しさは秋の訪れを感じずにはいられません。エアコンと もお別れ

できそう ですね。 レターが届く こ ろは１１月になってるかも？ 

私ごと で大変恐縮なんですが、弟（功一 36 歳）に第 2 子が生まれました。 

待望の男の子です。  

私も 2 人の子供がおります。 現在、中 3 と 小 6 の女の子です。 

弟も第一子は女の子で、家族 7 人中 5 人が女性で、女系家族化しておりました

が、久し振りと いう か初めて男の子の誕生です。生まれるまでは何かと 心配で

男の子でも女の子でもどちらでもよく 、ただ母子と もに元気に生まれてく れる

こ と だ けを願っておりましたが、無事に生れ、はじめての男の子と いう こ と も

あり、感無量です。（*^_ ^*）  

弟夫婦で子供の名前をずいぶん考えておりました。。。。実は私の義母が姓名

判断に詳しく 「名前には自然の法則があるらしく 」実家に帰ると いつも「佑次さ

ん名前はね・・・・・」から始まり、2 時間ほど名前の大事さ を話してもらう のです

が、少々聞いただけではさ っぱりわかりません。。。。。「う んう んな るほど」と 聞

きな がら、実は内容は理解しておりません（笑）。。でも 名前が大事な こ と だけ

は、しっかりと 感じておりました。。実際、私の子供もその法則と やらで名前を付

けたのですが、今まで大きな怪我や病気にかかるこ と な く 、素直に元気に育っ

ており、もちろん名前が良ければすべてＯＫと いう わけではありませんが、義母

と 本職の方にお墨付きをもらって命名しておりますので親と しては安心です、

あと は本人のやる気と 努力次第やな。。。と 思っております。弟の第 2 子も、こ

こ で命名してもらったほう が、心配が少ないと 思い、紹介しました。。。。 

相談後、父親の一文字をと って、功史郎と 命名しました。 

末吉 功史郎です。 よろしく お願いします。             

 健康に育ちますよう に。 （*^_ ^*） 

当店をご利用いただく大切なお客様へ 

こ の 号 の 内 容  

1 大切なお客様へ 

2 当店のこだわり その２ 

3 あなたのお話を聞かせてくだ

さい。 

 4 私達にも言わせて！言わせ

て！ 

5 お得なおしらせ 
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 Wakuwaku tusin

 太陽光発電しています。 

 ご興味のある方は、ご覧く ださいませ。（*^_ ^*） 

私も太陽光発電や化石燃料に替わる燃料（太陽光利用や排出ガス削減）に興味が

あり、また昨年の原油価格の高騰や温暖化により年々高く なる気温など、クリーニ

ング業も 大変影響を受けるも のですから、ますます、太陽エネルギーに興味が湧

いてきまして、自分で試してみたく な り、、、もう 少し設置を待った方が良いのか半

信半疑だったのですが、知人に試算をしてもらい取り付けるこ と にしました。 

 「付けてみてどう ですか？」と よく 聞かれますので書いてみました。 

導入前の電気代は、月平均 18140 円でした。 

太陽パネルを 30 枚で４．８ｋｗ発電 太陽光変換率は９４％です。 変換率は太陽

光の光を家庭用の電気に変えるのに付けな ければいけな い交換機だ そう です。

こ の変換率がメーカーによって、いろいろあるよう です。 

設備費等は 

太陽パネル・変換機・工事代を含め 2,670,000 円 

補助金がありましたので 国から 336000 円 県から 168000 円、 

補助金を引く と  実質負担金額 2,166,000 円で 15 年ローンです（長っ）。 

金利 3.6％ 毎月の支払いは、15,590 円です。 

それで、8 月 20 日からいよいよ始動です。毎日発電量と 使用料が気になり、晴れ

た日には、「おー発電しと ったい」１日２０ｋ以上発電、雨の日は「と ほほ」全然ダメ で

す。。。そんな こ んな でいよいよ１ヶ月目の請求がやってきました。 電気請求金額

８２７４円 前年は１５２８４円でした。そして気にな る、九電さ んへの売電価格は、５０

０ｋｗ売電１ｋ２５円で１２５００円でした。１０月は３００ｋｗ売電で７５００円でした。１１月より

売電価格が１ｋあたり４８円になるそう です。 

太陽パネル設置して、よかった事はみんなが節電を気にするよう になったこ と 、太

陽の光を有効利用でき排出ガスが出ない事。。。毎日ボイラーの排出ガスを出して

いる私にと っては、な んかすご く いいです。。。 燃料も いらず、排出ガスも でな

い、きっと こ れからそんな世の中になっていく んでしょう ね。？ 

先日人類の歴史の番組で、太陽の光は、人類がこ れまで７００万年使ってきたエネ

ルギーをたった１秒で発生してるそう です。そして今地球に届いている光は１００万

年前の光だ そう です、凄すぎ ます( ＠_ ＠;) 。 な んだ かもっと 有効利用しな いと

もったいないですよね。。。つづく  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

当店のこだわり その２ 
 
Eco に微力ながら 取り組んでいます。 

ご存知ですか？当店では、環境保護・石油資源問題の取り組みの一環とし

て、ハンガー仕上り品の「ノー包装」「複数枚包装」「ハンガーなど資材

の回収」「サービスバックの削減」などお客様に、ご提案しております。 

また、ノー包装・ハンガー回収・サービスバックご利用のお客さまにエコ

スタンプカードを発行し、たくさんのお客様に、ご協力頂いております。 

エコスタンプカード利用分は「緑の募金」に寄付しております。 

「緑の募金」は、地球温暖化防止をはじめ国内外の森林の整備や森林ボラ

ンティアの育成などに大切に活用されています。 

エコスタンプ ぜひ、ご利用ください。（別紙詳細します。）  

 



Wakuwaku tusin 



 

Wakuwaku tusin

 

 

「あなたの声を聞かせてください。」コーナー
 

 

 
 

前回は、事務局への疑問・質問・励ましのお言葉・ご感想など 

「あなたの声」をお聞かせくださいでした。 

お応え頂きありがとうございます。!!  ご紹介させていただきます。(^^♪ 

 

いちご大福さん、ありがとうございます。 

そう言ってもらえると、スタッフ共ども大変励みになります、ありがとうございます。 

お客さんには見えないところですが、お客様単位のオンリーワン クリーニングで 

ご要望にお応えできますよう、ポカゼロをめざして頑張ってます。 

これからもよろしく お願いします。（*^_ ^*） 

 



 

中村先生いつも返信いただきありがとうございます。 

 ピシっ・シャキッと Y シャツはビジネスマンの大事なアイテムですよね。 

毎日気持ち良く ・カッコよく 着用いただけますよう、仕上げておりますが、 

お気づきの点は教えてく ださい。よろしく お願いします。。。 

お客さまへ 濃色 Y シャツの衿の皮脂汚れ(輪シミ )はドライクリーニングできれいに取れます。  

カラーのシャツはドライで油汚れ・水洗いで汗汚れを落とすダブル洗いするようにしています。 

できれば受付時に汚れが気になる部分をお知らせく ださい。おねがいします。 



 

 ありがとうございます。 
白屋の外交を始めて 21 年。身に余るお言葉を頂き、光栄に思います。 
還暦も過ぎ孫 2 人に恵まれ、まだまだ頑張ります。（*^_^*） 
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｢私達にも言わせて !言わせて！｣ 

ゆめマート人吉店編 

 

５月１０日に二人目の孫が 

生まれました。 

二人とも女の子です。 

とってもとってもかわいいです。 

( ^O^)／ 

親ばかじゃないけど、 

おばぁちゃんバカになりそうで～す。 

  
ゆめマート店 園田澄子 

 

 
入社一年三か月です。 

スタッフの皆さんに手助けいただき、 

少しですが仕事を覚えることができましたが、

まだまだです。 

頑張ります。（*^_ ^*） 

 

 ゆめマート店 菊池紀子 

我が家の重大ニュースです。 

なんと！続けて二人の子供が 

結婚することになりました。 

嬉しいやらちょっぴり寂しいやら 

複雑な心境です。( + _ + )  

あとは長男だけで終わります。 

  

 ゆめマート店 米原てるよ 

０１２０−９２９−４６８






