Top page

お客様と共に歩んで55年

さぶちゃん通信

●さぶちゃん通信 vol.2

ミッション：東讃地域の文化的生活創りをお手伝い
発行；株式会社マツシタ 代表取締役 松下三郎
〒729-2701 香川県東かがわ市湊815-17
http://www.tenka.biz/
http://www.shikoku.ne.jp/matsushita/index.html
電話番号 0879-25-0118 FAX番号 0879-25-1343
メール；saburo@shikoku.ne.jp

●その頃の世の中は?
昭和33年

テレビの普及率10.4%
フラフープ発売(270円)。
ピーク時には2秒に1本売れた。
昭和35年 カラーテレビ放映
昭和36年 コカコーラが輸入される
昭和39年 東京オリンピック
昭和42年 日本の人口1億人突破
昭和43年 3億円事件
昭和44年 アポロ11号月面着陸
昭和45年 大阪万博
昭和46年 日本マクドナルド
オープン
昭和47年 札幌冬季オリンピック
昭和48年 オイルショック

●今から約
から約40年前
40年前(
年前(昭和40
昭和40年代
40年代)
年代)
の松下文具店のお
松下文具店のお店
のお店の様子で
様子で
す。（上
。（上）
着物姿で
着物姿で笑っているのが先代
っているのが先代です。そ
先代
の横に帽子をかぶっているワル
ワルそうな
ワルそうな小
そうな小
学生のシルエットが見えますが・・・・実
実
学生
は、社長なのです。
社長
今、昭和の時代が映画になったりレトロ
グッズが流行ったりと、ちょっとした昭和
ブームです。そんな懐かしさがうかがえる
写真でしょう? 若い世代の方には逆に新
鮮なのではないでしょうか。
インターネットなどなかったけれど
インターネットなどなかったけれど、
などなかったけれど、心
通い合うよき時代
うよき時代でした
時代でした。マツシタは、そ
でした
の心を今も大切にしたいと考えていま
す。

フラフープ

日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞのオープン式典 アポロ11号月面着陸

● マイ・
マイ・プラチナの
プラチナの楽譜が
楽譜が手に入りました！
りました！
前回の通信でご紹介したフォーリーブス
フォーリーブスが
フォーリーブスが歌って
いたマイ
マイ・
いた
マイ・プラチナの
プラチナの楽譜をプラチナ万年筆本社か
楽譜
ら入手できました。

♪40年前
40年前の
年前のCMの
CMのレコードを
レコードをＣＤ化
ＣＤ化しましたので、
しましたので、
聞きたい方
きたい方はお貸
はお貸しします。
しします。♪
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● 三本松十和小売部 濱野ゆかりです
濱野ゆかりです!!
ゆかりです!!

● 文具生活が
文具生活がテレビに
テレビに出ました!
ました! !

マツシタのピンクのトレーナーを
着て早
早や12年
12年。
その間に、結婚、出産という人生
の大きな経験もさせてもらいました。
思えば、子ども時代を三本松で
過ごした私にとってマツシタは懐か
しい場所です。
小学生の頃、登校途中にお店に寄ると開店前で
も奥
奥さん(
さん(故先代社長)
故先代社長)がニコニコと
ニコニコとカーテンを
カーテンを開け
てくれたことを今
てくれたことを今でも鮮明
でも鮮明に
鮮明に覚えています。
えています。しかし、
まさか自分がその会社で働くようになるとは夢にも
思いませんでした。なんだか不思議な感じで
す・・・・。

1月25日放送のKSB
KSB(
KSB(瀬戸内海放送)
瀬戸内海放送)スーパーJ
スーパーJ
チャンネルに
に文具生活東かがわが
チャンネル
文具生活東かがわが出
かがわが出ました。
ました。出演
者はヌートリア
ヌートリアのぬいぐるみと
ヌートリアのぬいぐるみと店長
のぬいぐるみと店長です。(＊＊)
店長
あまり耳慣れないかもしれませんが、オリジナルの
超高級ぬいぐるみは、アルゼンチン産のヌートリアと
いう動物の毛皮で作られています。
。全国で
全国で文具生
活東かがわにしかありません
活東かがわにしかありません。
かがわにしかありません。
『ヌートリアって、どんな動物？？？』
体長50～70cm, 体重6～9kgのげっ歯目・・・
まあ、ネズミのなかまです。
1930年頃、軍用に(毛皮を取るため)日本に持ち込
まれたのですが、近年、あちこちの河川や田畑に被
害を及ぼすようになり捕獲するようになったのです。
全国で年間
年間4000
年間4000匹
4000匹ほど捕獲
ほど捕獲されるうちのおよそ
捕獲されるうちのおよそ
半数は
半数は岡山県の
岡山県のヌートリアなのだそうです。でも、
ヌートリア
考えてみれば連れてきたのに捕獲するってこれは
私たち人間のエゴですよね。

本社で営業マンとしてがんばっている主人とはマ
ツシタで知り合いました。車が好きで休日は草野球
を楽しむ主人、二人の男の子(3歳、5ヶ月)に囲まれ
て仕事も家も大忙しの充実した毎日です。
子どもの通う保育所でも「
「あ～、マツシタ
～、マツシタのおば
マツシタのおば
ちゃんだ!
ちゃんだ!」と声をかけてくれます。
をかけてくれます。
“みんな、お店にきてねー”
これからも子どもさんから
おじいちゃん、おばあちゃん
にまで親しまれるよう、
いつもニコニコ
ニコニコ頑張
ニコニコ頑張ります
頑張ります。
ります。

車好きの主人と長男

しかし、有害視されているヌートリアが、その特性
を生かしてぬいぐるみになっているということで
ぬいぐるみになっているということでテ
ぬいぐるみになっているということでテ
レビに
レビに取り上げられました。
げられました。
実は、ヌートリア
ヌートリアの
ヌートリアの毛皮って
毛皮って、
って、軽くて、
くて、特に手触り
手触り
がミンクにも
ミンクにも劣
にも劣らないほどの超高級毛皮
らないほどの超高級毛皮なのです。
超高級毛皮
触った感じがなんともいえないくらいやわらかです。
すべて手作りで、クマ、ウサギのぬいぐるみに仕上
げています。そのため、製作に一カ月ほどもかかり
ますが、なんともいえない一生付き合えるぬいぐる
みができるのです。

大阪モーターショーにて
テレビ出演中の写真です。緊張してビビリました。
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パソコンを
パソコンを使えば、
えば、自分の
自分の好きな曲
きな曲ばかりを集
ばかりを集めたオリジナ
めたオリジナ
ルCDを
CDを作ることもできてしまいます。
ることもできてしまいます。
MIPSマツシタパソコンスクール白鳥校
インストラクター上村

CD-RやCD-RWという言葉を聞いたことはあり
ますか？ それらは中に何も入っていないCD、
つまり記録が可能なCDなのです。
お持ちのパソコンにCDを入れる場所があると思
います。そこに下
下のようなマーク
のようなマークがついていれば
マークがついていれば
CDに
CDにデータを
データを保存（多くの人は「焼く」という表現
保存
を使います）することができますよ
することができますよ。
することができますよ。
それでは、音楽CDを作ってみましょう！
まず、音楽CDを作るには専用のソフトが必要で
す。
代表的な
代表的なソフトに
ソフト
1. Easy CD Creater
2. B's Recorder GOLD
3. Drag'n Drop CD
4. Windows Media Player
5. iTunes

● ﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙ三木校便
ｿｺﾝｽｸｰﾙ三木校便り
三木校便り
三木校では２
２年前に
年前に「2年後の
年後の自分に
自分に手紙を
手紙を書き
ましょう！！」
ましょう！！」という
！！」というイベント
というイベントをしました
イベントをしました。
をしました。
生徒さん達が、２年後の自分や親やお孫さんにパ
ソコンを使って手紙を書きました。今の自分の状況
や夢や出来事… いろんなものを書き入れました。
書いた手紙を自分で封筒に入れ切手を貼って…
それをお教室で2
2年間封印し
年間封印し預かりました。
かりました。
それを今年
今年1
1
月下旬無事に
月下旬無事
に
発送する
発送
する事
今年
する事ができまし
た。お預かりした時は、「本当にちゃんと送れるのだ
ろうか？預かりきれるのだろうか？」と不安もありまし
たが、あっという間の2年で、生徒さんの手元に送り
届けることができてホッとしました。生徒さんの中に
はまだ通って頂いている生徒さんもいますが、卒業
された生徒さんもいます。「届いたよ！」と電話をい
ただいた時には本当に嬉しかったです。

などがあります。
メーカー製パソコンであれば、どれかのソフトが
最初から入っていますので改めて買う必要はあり
ません。もしソフトが入っていないパソコンであれ
ば4
4番目の
番目のWindows Media Playerを使いましょ
Player
う。これはWindowsに最初から入っているソフトで
す。ただし、古いバージョン（Windows95,98SE）で
は使えませんのでご注意ください。
また、インターネット
インターネットから
インターネットからダウンロード
からダウンロードして
ダウンロードして利用
して利用
できるのが5
できるのが5番目の
番目のソフトです。今話題のiPodに
ソフト
転送するためのソフトで、無料
無料で
無料で公開されていま
公開
す。
さて、CDを作る手順ですが、これはそれぞれの
ソフトで若干の違いがありますが、たいてい「音楽
CD作成」を選び、音楽ファイルをリストに追加し、
そのリストをCDにコピー（焼く）すればできあがり
ます。
前回パソコンに取り込んだ音楽の中から特にお
気に入りの曲ばかりを選んで新たにCDを作って
みてはどうでしょう。世界
世界で
世界で一枚の
一枚のCDができあが
CDができあが
ります！
ります！

をご紹介します。
☆一人で手紙を読みながら笑ってしまった。
（三木町 18歳女）
☆手紙が届いて嬉しかったけど、全然進歩をしていない
事に気がつきました。
（三木町 25歳 女）
☆少し夢がかなっていて嬉しくありました。懐かしく感じ
た。
（さぬき市 40代 男性）
☆びっくりしました。2年って思った以上に早いものです
ね。それでも忘れていました。いいものですね。
（三木町 60代女性）
☆主人が「自分から手紙がきとるぞ～」と笑っていまし
た。なんか感動しました。今度は３年でするという事
を聞いて早速作っています。（さぬき市 60代女性）
☆最初に、手紙をパッと見るときたない字で自分の名前
宛になっていたのですぐに思い出しました。母さんに
言うと「ふーん」と言っていました。次は綺麗な字で書
こうと思いました。
（寒川町 10代男性）
☆びっくりした。
（志度 10代男性）
☆見覚えのある字で自分宛の手紙… 不思議でした。
すっかり忘れてしまっていて… 封を開けてもパソコン
の字。いたずらかな？とか思いつつ読んでいくと思い
出しました。２年前の事を見事に忘れていたのです。
でも感動しました。
（三木町 60代女性）
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味の探検隊
社長の友人で、宇多津町にお茶の専門家の香川さんという方が
いらっしゃいます。お
お茶の研究一筋
研究一筋に
に20年
20年という方です。この香川
さんのところで好評の、世界
世界で
世界で20俵
20俵だけの極上珈琲
だけの極上珈琲と
極上珈琲と世界で
世界で1つ
だけのノンカフェイン
だけのノンカフェイン紅茶
ノンカフェイン紅茶の
紅茶のセットをご
セットをご紹介
をご紹介します
紹介します。
します。極上で数が非
常に少ないため、大手メーカーでは入手しにくいようです。
『ブラジル モンテ・アレグレ農園 ムンドノーボ』 200gの珈琲
とオーガニック認定契約農場の天然自然発酵紅茶の30ティーバッ
グのセットで￥
￥3800(
3800(税別)
税別)だそうです。珈琲は豆の状態と挽いた状
態の両方があります。尚、飲
飲んでみておいしくなかったら全額返金
んでみておいしくなかったら全額返金
するそうです。
するそうです。
ご希望の方はマツシタの営業担当や文具生活へおたずねくださ
い。代行してお持ちします。おいしくなかったら代金をお返ししま
す。
ちなみに、飲んでみての感想はというと、『
『深い味わいでなんだ
かとても幸
かとても幸せな気分
せな気分になれた
気分になれた』
になれた』という感
という感じです。
↑珈琲と
珈琲とオーガニック認定契約農場
オーガニック認定契約農場の
認定契約農場の
天然自然発酵紅茶の
天然自然発酵紅茶の30ティーバッグ
30ティーバッグの
ティーバッグのセットで
セットで￥3800(
3800(税別)
税別)

鉛筆に
鉛筆に名前を
名前を彫りこむ箔押
りこむ箔押し
箔押し名入れの
名入れの最後
れの最後の
最後の実演をしました
実演をしました。
をしました。
鉛筆に
40年間
鉛筆に名前を
名前を入れるサービス
れるサービスを
サービスを新学期に40
40年間やってき
年間やってき
職人さんの
てお客様に喜ばれていましたが職人
職人さんの極端
さんの極端な
極端な減少と
減少と活
字廃盤のため
字廃盤のため全国的
全国的にできなくなりました
にできなくなりました。
。
店頭での実演は
のため全国的にできなくなりました
今年が最後になりました。このやり方は活字を拾うのも逆から
見なくてはなりませんし、探すだけでもたいへんです。活字の
高さを揃えるのも微妙な調整が要りますし、焼付けも力の入
れ具合によってうまく入らなかったりするので相当な熟練が
必要です。
今年の売り出しには新入学の子どもさんはもちろん、名入
名入
れを懐
れを懐かしむお父
かしむお父さんやお母
さんやお母さん、
さん、おじいちゃん、
おじいちゃん、おばあ
ちゃんまでビックリ
ちゃんまでビックリするほどたくさんの
ビックリするほどたくさんの方
するほどたくさんの方が見に来てください
ました。
ました。これには職人さんも驚いて、“来年もがんばってやら
せてもらおうかな”なんて喜んでいました。
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