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商 売 繁 盛 ニ ュ ー ス

有田町役場近くの人気の店「ありたどりから揚
げドンドン」で、から揚げを購入しました。
最近、 西日本新聞社 と旅行雑誌 じゃらん が
募集した「九州ご当地グルメグランプリ」で入賞し
た、有名な人気から揚げ屋さんで、鶏肉がとても
柔らかくて、思わず「マイウー！！」

回覧版

有田 ポーセリンパーク「蔵」のコッコ丼
８月２９日、NHKのど自慢出場者仲間の
「中野澄子日本画展」を見るため、妻と二
人で有田へ。展覧会見学と美しい ツヴィ
ンガー城 を見て、ポーセリンパークのん
のこの里内の和食店「蔵」でランチ。地元
の ありたどり を使ったおいしい「コッコ
丼」（１５００円）をいただきました。バイキ
ング店やパンの専門店もあります。
【住所】佐賀県西松浦郡有田町
戸矢乙３４０−２８
【電話】０９５５−４１−００３０
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◎このニュースレターは、ホームページにＰＤＦ版で掲載しております。
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電話応対自動化装置CTI・音声メール/電話交換機/ホームテレホン/インターホン/ナースコール
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■ブログ：テレコムＯＡうっちゃん ■メールマガジン：まぐまぐ「感動事業」
■電子メール info@denwaya.biz ■ホームページ http://www.denwaya.biz
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以前のベストセラー単行本に、『話を聞かない男、地図が読めない
女―男脳・女脳が「謎」を解く』があり、話題を呼びました。
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取引先に伝言を頼
んだのに、返事が遅
くてイライラした。
同じ用件を２度も３
度も説明して、イライ
ラ し た・・・。そ ん な 経
験はありませんか。
ひょっとしたら、あな
た自身が引き起こし
ていませんか？
伝言力を鍛えれば
信 用 力 ア ッ プ、商 売
繁盛間違いなし！！

時代は変われど、いつまでたっても男と女の間には目に見えない
壁があるようです。
■皆さんの職場でも、女性が働いておられる思います。男性諸君！
女性の皆さんと、うまくコミュニケーションが取れていますか？
私がお客様を訪問して気が
ついたことは、「女性が明るく
元気な会社は、儲かっている
会社が多い！！」と言う事実
です。
パートさんやアルバイトさん
でも、分け隔てなく責任を持
たせている会社は、女性の
目の輝きが違います。
特に、女性の管理職やチー
フがおられる会社は、確実に
元気がいい会社です。
■右の図を見ただけで、なん
となく男と女の差がわかりま
すか？私は、やっぱりそうか
と思い、笑いました。
●我が社では、内勤のOLさ
んが明るく元気になる電話応
対自動化装置「かんたん伝
言くん」を販売しています。
左記の小冊子にまとめまし
たので、お申し込みください。
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出典：世界中のニュースをQ！「らばQ」より

男女に違いがあることを理解しておくと、家庭も仕事もうまく行くでしょう？

１．無防備
女性： 他人に自分の心のすべてを開くこと
男性： アメフトをプロテクター無しでプレイ
すること （米国人男性）
２．コミュニケーション
女性： 自分の考えや気持ちをパートナー
にさらけ出し分かち合うこと
男性： 友達と遊びに行くときに残すメモの
こと
３．責任
女性： 結婚して子どもが欲しいと望むこと
男性： 女といるときに、他の女に心が行か
ないように気をつけること
４．エンターテイメント
女性： 恋愛映画、コンサート、劇、あるい
は本
男性： ビールを飲みながら出来ること
５．おなら
女性： 消化不良によって起こる恥ずかしい
もの
男性： エンターテイメント、自己表現、男同
士のつながりを表現するもの （笑）
６．もどかしい
女性： 話を聞いてくれないとき
男性： ブラジャーのホックが外れないとき
７．メイク・ラブ
女性： 愛する二人が成しえる、親密さの偉
大な表現
男性： 出来さえすりゃ何と呼んでも良い
８．リモコン
女性： テレビのチャンネルを別のチャンネ
ルに変える機器
男性： 短時間に全チャンネルを何往復も
出来る、手放すことの出来ない機器
９．小さい服
女性：洋服ダンスから服を出してちょっとき
つい場合、自分が太ったと思う。
男性：洋服ダンスから服を出してちょっとき
つい場合、服が縮んだと思う。

１０．危機
女性：中年女性の危機は、冷え、のぼせ、
体重増加など楽しくはない。
男性：中年男性の危機は、若い子に手を
出したり、オートバイに手を出して楽しむ
１１．記憶力
女性：昔のことまで何でも覚えている。
男性：何でも忘れる。だからスポーツのリプ
レイボタンを何度も押す必要がある
１２．興味
女性：内省的である。「私って恋をしてるの
かしら？」「私って満たされているかしら？」
男性：外省的である。「オレのチームは勝っ
たかな？」「オレの車はどうだっけ？」
１３．褒め言葉
女性：「マユミとってもいいわよ」「明かりの
せいよ」
男性：お世辞を素直に受け入れる。「アキ
ラ、なかなかいいぞ」「おう、サンキュー」
１４．話題
女性：4人以上集まると男性の話を始める
男性：4人以上集まるとスポーツの話を始
める
１５．あだ名
女性：お互いにマユミ、ケイコ、サユリと、
名前を呼び合う
男性：愛着を持って、デブ、ゴジラ、メガネ
などと呼び合う
１６．外食
女性：支払うときには電卓が出てくる
男性：合計は2150円だが、男３人は誰も細
かいお金を持っておらず、３人は全員1000
円札を出し、さらに誰もお釣りが欲しいと言
わない（私は何度も体験しています）
１７．成功
男性：妻が使う額よりも多く稼ぐ男のことで
ある。
女性：成功した女というのは、そんな男を
捕まえた女のことである （笑）
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ネパールカレー

八女市上陽町の「ほた
ると石橋の館」にある、
「ばあちゃん食堂」の名物
「ネパールカレー」は、や
やピリ辛ですが、おいし
かったですよ。（７００円）

雷の被害が多い夏
写真は吉野ヶ里遺跡付近。このあと、豪雨と雷鳴に巻き込まれて立ち往生しました。
今年は例年以上に落雷が多く、通信機器やOA機器の被害が多く発生しました。
久留米市三潴町では、お寺の本堂が落雷で全
焼しましたが、隣町の大木町がご自宅の当社のお
客様は、玄関インターホン系が被害に遭い、しか
も、久留米市の事務所は電話交換機が完全に電
気破壊されました。「内野さん、何でうちばかりや
られるとやろうか？」と嘆いておられました。落雷
事故は山沿いに多く発生しますが、久留米市の中
心部でも落雷の被害が発生しています。怖い！

矢沢永吉

見参！！

久留米市内を走行中、隣にワゴン車が併走して
きた・・・と思ったら、目の前に！！
思 わ ず「オ オ ッ、永 ち ゃ ん だ！！」。矢 沢 永 吉
ファンの方は、車にロゴのシールを張っている方
が多いのですが、こんなに派手にイラストを描い
ている方も珍しい。

黒猫クロちゃんの避暑行動
我が家の
黒 猫 ク ロ
ちゃんも、さ
すがにこの
夏はばて気
味 で、涼 し
い場所を 探
してウロウ
ロ・・・。

