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お客様と共に歩んで55年

さぶちゃん通信

５５年前のノート
発見しました。

55年前の出来事
4/10 、 ラ ジ オ の 「 君
の名は」がスタート。

久しぶりに文具の話です。
かたくなに良い品・本物を探しているうちに、日
本の クラッシクノートを発見しました。
ツバメノートです。

覚えている方、いますか?
文具生活の店長は若者なのでぜんぜん知りませんで
した。
ツバメノートの重量感のある表紙とデザインは、１９4７年
(昭和２２年)から変わっていません。とても格調高いもの
です。
戦後、大手のコクヨのキャンパスノートなどにおされ、
文具店で姿を見ることができなくなりました。
普通の大学ノートですが、品質はかなり高いもので
す。
明治１７年に海外から大学の先生がもって帰ってきた
ため、大学ノートといいます。
やはり、大学ノートを最初に使ったのは東大のようで
す。当時、大学ノートは、東京大学の前で売っていまし
た。
そのデザインと同じものがツバメノートです。ステキで
すよ!
紙はフルース紙を使っています。１万年以上保存がき
く、ツルツルしすぎず、ザラザラせず、肌に吸い付くよう
な筆記用としては最高の紙です。
文具生活にあります。もちろん購入も出来ます。見に
来てください。
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なんと文具生活でカスピ海のチー
ズロールケーキが ５００ 個も売
れました。
なんと文具生活でカスピ海のチーズロールケーキが
５００個も売れました。
文具生活はケーキ屋ではありません。
５００個ですよ。信じられません。
実は文具生活で販売しているのではなく、新入学の
大売出しで、イベントとして企画したのですが・・・
どうも新入学商品よりもケーキ目当てのほうが
多かったようです。
嬉しいやら・・・なんか複雑な気持ちです。
そこで・・・文具生活で《神戸ドーナツ》を売る
ことにしました。
えっ! 文具店でドーナツ??? と思うでしょ。
本当です。

ドーナツを食べる女の子たち

しかしすべて予約です。文具生活東かがわ店で予

約してください。
文具生活で神戸ドーナツ||||| ／(￣ロ￣;)＼
||||||| まじ～～？
一度食べてみてください。

文具生活でケーキを待つ
ツバメノートの研究と仕入れに東京・浅草へ↑

page 2 ●さぶちゃん通信

ほとんど顔を見ることないと思い 結納のしの問い合わせが急に増
ますが・・・
㈱マツシタ本社の総務次長、 山下スミエ さんで
す。初登場です。
電話をすると「ありがとうございますマツ

シタのヤマシタでございます」
と、電話に出るのがこの人です。
この人、実は天才なんです。何の天才かというと『生
きたカタログ』です。
文具の業界、千数百ページのカタログが何冊もある
のですが、ほとんどこの 中身、暗記していま

す。信じられません。カタログを見なくてもページま
で覚えています。
だから 『生きたカタログ』 なのです。こんな
人、他にいないと思います。
本人は普通だと思っているようですが普通でありませ
ん。 天才です。歩くカタログです。
もし、文具カタログのクイズ番組があるとまちがいなく
世界一でしょう。
マツシタで３３年仕事をしています。すごいもので
す。年齢は知りません。
キライなものは梅干(うめぼし)です。
しかし、何故だか分かりませんが年々若返っていま
す。とにかく不思議です。

えました。
『さぶちゃん通信』に記事として載せたからだと
思っていましたが・・・
実は違いました。
しかも、若い人、本人がご来店されるのです。感
動です。
なぜなんだろう?? 思っていましたが原因を発見
しました。

原因は藤原紀香さんと陣内智則さ
んの結婚でした。
なるほど・・・と思いました。
結納式をキチンとして生田神社での結婚式はす
ごく厳粛なものでした。
しかし、マスコミの力というか、有名人の力はす
ごいものです。
いずれにしても素敵な話です。
藤原紀香さん、ありがとうございます。幸せに
なってください。
陣内智則さん、エンタの神様、絶対、見ます。
伝統は大切なものです。
伝統にはやはり深い理由があります。
できれば結納をキチンとしてください。
何でも聞いてください。マツシタ2Fに来てくださ
い。

抹茶(まっちゃ)が出ます。
コレも日本の伝統です。
ご相談に来られた方、抹
茶(まっちゃ)を差し上げます。

三本松小売部店長 三村幸子

抹茶 和三盆
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パソコン教室白鳥校 上村先生のパソコン一口メモ
占いサイトは数あれど、性格診断・姓名判断とも違う
【あなたのコミュニケーションに関する『クセ』を見る】こと
が出来るサイトはココだけといっていいでしょう。
その名も「ツキアイゲノム２」。
ヒトに見えにくい「発想のクセ」であるウラゲノム。
話し方や表情など表にでる「話し方のクセ」であるオモ
テゲノム。
この２つを知ることができるのです。
人とコミュニケーションをとるときのクセ、なんて普段意
識しないモノかもしれません。この機会にぜひあなたの
クセを調べてみてはいかがでしょう？ 結構当ります
よ！
35問の質問に直感で選択するだけ。時間はたったの5
分程度しかかかりません。もちろん診断は無料！
すでに370万人以上の方が診断しています。
家族みんなでワイワイ診断するも良し、ひとりでこっそ
りとやってみるのも良し。キャラクターのイラストもユニー
クで解説文も短く的確な表現で分かりやすいです。当り
すぎてムッとする人もいるかも？！ 盛り上がると思いま
す。

MIPSはパソコンを習うだけ
でなく、遠足や面白い企画が
時々あって楽しいです。先生達
の違った面も見られておもしろ
いです。
三木町在住

17歳女性

カニを沢山食べて、温
泉に入って、初めて目の
前で雑技団のショーを見
ました。また行きたいで
す。楽しかったです。
大川町在住 13歳男性

ウラゲノムは「あなたの発想をつかさどる
3人の作戦会議」10種類のタイプから3種
類が選ばれます。
オモテゲノムは「あなた自身の宣伝
広報部門」4種類のタイプから1つが
選ばれます。
たった35問の質問に答える
だけであなたの性格などが
ちなみに私は・・・
ズバリ分かってしまうオモ
ウラゲノム：K、I、F
シロサイトの紹介です。
オモテゲノム：クール
という結果になりました。
KはKight（ナイト）：仲間に頼りにされたい「いざ鎌倉系
発想」
IはInspector（インスペクター）：周囲に疑問を投げかけ
新しい可能性をみつける「どーなのよ系発想」
FはFeeling（フィーリング）：気持ちや直感で物事を
ジャッジする「フィーリング系発想」
クール：ヒトはヒトカモメはカモメ、わりきり系のコミュニ
ケーション
当っているかどうかは教室で確かめてみてください。
キャラミル研究所
http://www.charamil.com/（パソコン）
http://www.charamil.com/i/（携帯）

毎回楽しみにしている遠足が
今 回 は 念 願 の カ ニ ツ アー でし
た。期待の雪景色にはお目にか
かれなかったけれどおいしいカ
ニを沢山食べられて幸せな一日
でした。
三木在住Ｏさん女性

趣 味 で 習 い 始 め た パ ソ コン です
が、なんとか自分のしたいことは出
来るようになり、教室でお友達も出
来、そんな人たちと一緒にこうやっ
て遠足にくることも出来ました。楽
しみが沢山増えました。ありがとう
ございます。まだまだ頑張ります。
三木町在住Mさん70歳女性
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「パソコンスクール」と聞くと一般的にどんなイメージでしょうか？
仕事に必要なスキルを身につけるために一生懸命取り組む・・・
趣味の一環としてパソコンを楽しむ・・・
もちろん、そうです。わがスクールの生徒さんもみんなそうです。

しかし、うちの生徒さんたち、とにかくみんな仲がいい、そして旅行好き。
今まで何度も旅行に行くうちに、ツアーコンダクターになっています。

三木校教室長の石原です。志度校にもときどき行きます。
今回は羽合温泉で松葉ガニや甘エビを食べ、湖上露天風呂にも入る、そのうえ、
中国雑技団まで楽しむ感動の旅行になりました。

いまさらパソコン???
あきらめないで!!
教室でお待ちしています。
味の探検隊
この野菜カレーは美味しい！
味わい深いカレーになす・にんじん・レンコン・じゃがいも・かぼちゃ・
ブロッコリーがトッピングされています。野菜は現地で採れたものです。
この手作りカレーは引田駅の中にあるカフェ・ド・カンパーニュで食べられます。引田駅？！
ここのマスター、料理はスイスで学んだそうです。メニューはすべて手作りです。
スイスの味（？）を引田駅で・・・・・

東かがわ市引田７０２
TEL：０８７９-３３-３２０２
開店： ９:００―１６:００
１８:００－２２:００
定休日：月曜日

ちなみにプレーンカレーは４５０円でした。

620円

●
編
代表取締役 松下三郎
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（株）マツシタ本社
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