
国宝松本城と夜桜



えっ!? 言われて嬉しかった一言ですか？
最近では娘からいただいた

「お父さん だーいすき❤」

遠い遠いはるか昔だと

「修ちゃん ◯◯付き合って❤」
誰に言われたかな～ ◯◯が思い出せないな～

そうだ！ たしか 私と でなくて 麻雀だろうな ・・・
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うーん、何かあったかな～？？

最近、4kgくらい痩せたので結構お客さんに
「あれ、痩せた？！」とか、「若返った！？」などと

言ってもらえることがあるのでそれは嬉しくなりま
したね～！

まだ、横っ腹にぜい肉が結構あるのでさらに削
れるように頑張ります！

んと、すげーの思い出してしまった…

高校のクラスマッチの時でした。

西城秀樹の「ちぎれた愛」を女子の何人かが合唱、
そんでもってセリフの一部をアレンジ。

「りゅうた！僕の気持ちを信じて 君を離すもんか
すきだ すきだよ すきなんだよ～！」
くっそ恥ずかしいし、新手のいじめかと思ったわｗ
今思えば幸せなことですな。青春ですな。

娘が二人いるんですが、「パパに似てるね！」
といわれると嬉しいですね！

二人ともかわいいので、娘がかわいいと言われる
とこっちまで嬉しくなりますね！
はい、親バカですね・・・！

嬉しい、感動の言葉と言えば、カミさんから
「ありがとう！」と言われること。

それと、息子が小さい時に「俺は、お父さんほど
カッコ良くない」と言われたことがあり、息子から自
分が「カッコいい」と思われていたことに感動したこ
とを覚えています。

ずぅ～っと 思い出そうとしていたんですが、記憶
に 残っていない っていうか 思い出せないです。

たまーに、優しいですね って言われても ……

やっぱり 何気に「有り難う！」ってお礼を言われ
た時ですね。



女性に言われて嬉しかった一言
う～ん 女性からか・・・・・・・・最近は？

普段家族から言われて嬉しいのは

「ありがとう」と笑顔で言われる事です。

それは女性に限らず
誰に言われても嬉しいです！
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「家族や同僚、友達など、女性に言われて嬉し
かった一言はですか？」

やっぱり、家族もちとしては、嫁さんや娘から言わ
れる、ありがとうの言葉が一番うれしいかな。

娘が幼稚園の頃は、よくある「お父さんのお嫁さん
になる」なんて言われたこともありましたが・・・。
小学生になった最近はジャニーズの嵐に夢中・・・。

今回は言われてうれしかったことという事ですが

ふと思い返してみても特に思い出すものが無いも
ので・・・・、

特に思い出はないので、日常生活で言われてう
れしいのはやっぱり「ありがとう」ですね！

言われると自分がうれしいのもあるので、

他の人に何かしてもらった時は自分から「ありがと
う」というのを忘れないようにしています。

最近は、言われて嬉しかったこと今年2月に壮絶
な胃腸炎を患い94ｋgにふくれあがった肉体から
9kg減量に成功し、嫁その他関係者から「最近、や
せた」と言われてすごく嬉しかったです。(笑)

素直に「ありがとう」と言われたのが本当に嬉しい
ことかなと思います。

「こんなの初めて❤ 」

好きな女子への想いを「君のために作った歌だ
よ」と寒いセリフと共に歌った時の一言。今考える
と、とても恥ずかしく、一歩間違えれば、勘違い野
郎とののしられる一面に喜んでもらった時は、嬉し
かったなぁ～。

男子は、女子に「初めて！」と言われると顔では平
然を装いながら内心ニヤッとしますよね。

言われてうれしかった事ですか～ ん～。
やっぱ 子供からの 『パパ。すき❤』かな
親バカですね！
でもやっぱうれしいですね

あとサッカーで青春していた時の一言。
『お前が必要だ！』

あの時はFor The Teamで青春してました！



森山サービスマンの
おいしいランチのご紹介

ホサナ 中華レストラン

最初の伊那に転勤していた頃、週
に2.3日は 夕飯を食べに利用させ
て頂いていたお店です。

2回目の伊那の転勤で、ご挨拶を
させて頂こうと思って、2年が過ぎ
ようやく、昼のランチに 行くことが
できました。

久しぶりに何を注文しようかと考え
ていると、日替わり ランチは、牛の

生姜焼きです。 “牛ぅぅ？？” 普
通は豚でしょう！ 試しに 注文し
てみました。10数年前と変わらず、定食に

は、杏仁豆腐の小鉢が付きま
す。

かわっていませんね。何と
無くホットしました。

そして、気になる 牛の生姜
焼きのお味は、マトン に近い
ような？ メニューを聞き間違
えたのかと思いましたが、後
から入店してくるお客さんにも、
今日のランチは、牛の生姜焼
きです。って言っていました。

もし機会があれば、牛の生姜
焼きを食べてみてください。最
後にマスターにコーヒーをｻｰ
ﾋﾞｽして頂きました。

お店の情報
住所：伊那市西箕輪6826-2
電話：0265-73-8077
営業時間：昼 11:30~14:00

夜 17:00~20:30
定休日：水曜日

日替ランチ
880円



伊藤サービスマンの
なんでも通信

ラベンダースティック

うちの家族が、数年前から毎年作っているラベンダースティックをご紹介します。

名前の通りラベンダーを十数本束ねて、5mmくらいのリボンで巻いて作ります。
お部屋や車の中などに置いてインテリアやラベンダーの香りを楽しめますよ。
是非、皆さんも一度ラベンダースティック作りに挑戦してみてはいかがでしょう？

◆家族で作ったラベンダースティックです。
何本かリボンを組み合わせてカラフルにする事も出来ます。

上田市の信州国際音楽村で毎年ラベンダー祭
りが開催されます。

今年の開催は、6/28～7/21の予定となっており
ます。

ラベンダー摘みからラベンダースティック製作ま
で出来ます。興味のある方は、足を運んでみてく
ださい。

詳しくは、信州国際音楽村のホームページに
載っております。

信州国際音楽村URL
http://www.ongakumura.jp/

◆ラベンダースティックの作り方
ラベンダースティックの作り方はインターネット上にいろ
いろ載っておりますので、参考にしてみてください。

●コメリHowTo情報より
https://www.komeri.com/howto/html/01370.html

●YouTube動画
http://www.youtube.com/watch?v=PowSoiFhBWY



小林 サービスマンの
製品情報

今やセキュリティ対策は必須の時代。あなたの会社は大丈夫ですか？

今の世の中、インターネットがあれば大変便利なんですが、犯罪の手口も巧妙に
なってきていて被害に遭っていても警察から電話来るまで本人もわからないことが
多いのです！！怖～いこんな時代だからこそ当社が安心をお届けいたします！

Xpサポート
終了だし

しばらくIEも
使えそうに
ないし・・・



中田サービスマンの
技術情報

キヤノン製オフィス向け複合機の耐震対策

お客さまに危害を与えないように"地震対策を施せる設計"を基本方針に、

転倒、移動、落下による身体への危害防止、避難路への障害防止、またはそれらの軽減を目的※とし
ています。

※ 地震による被害発生防止を保証するものではありません。
※ 地震後の機器の正常稼働を保証するものではありません。
※ 複合機を傾けた場合に転倒しない、お客さまに危害を与えないなどの評価・検証は徹底的
に行っていますが、耐震については地震の種類・設置場所（地盤・建造物・フロア）によって求
められる性能が異なり、公表できる情報はございません。

キャスター抑止タイプ（耐用年数5年／震度6強相当※）
地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、
ゴムブロック底面と床の間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。
※ 神戸波形（震度7相当）を縮小した波形（震度6強相当）で効果を確認。「長周期地震動」には対応しておりません。

※ 上記は、iR-ADV C5235に装着した場合。
※ 複合機本体のアジャスターは、上げてお使いください。床面がカーペットの場合、アジャスター
を下げておくと、カーペットに食い込み転倒リスクが高くなります。

フロア固定タイプ（耐用年数5年／震度7相当）
耐震マットと板金を組み合せて震度7相当※までの地震でオフィス向け複合機の移動を防止します。
また高層ビルで発生する「長周期地震動」にも対応しています。
※ 十勝波形（震度6相当）と神戸波形（震度7相当）で効果を確認。

※ 上記は、iR-ADV C5235に装着した場合。

詳しくはキヤノンホームペー
ジ＞製品情報＞オフィス向
け複合機＞連携ソリューショ
ンからご覧ください。

長周期地震動とは…
地震による通常の震動とは異なり、約2～20秒周期で揺れる震動のことである。長周期震動は超高層建築物の固有振動数と

一致しやすく、今までこのような震動に対して設計段階での対策が取られてこなかったため、従来地震に強いとされてきた超
高層ビルに対して破壊的ダメージをもたらすものと懸念されている。低層建築物・中層建築物などではほとんど揺れを感じな
いが、高層建築物などでは高い階に行けばいくほど揺れが強くなる。



本 社 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4101 FAX 026（221）5313
長 野 支 店 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4300 FAX 026（221）4610
上 田 支 店 〒386-0016 上田市国分1-1-9 TEL 0268（24）4300 FAX 0268（24）4136
松 本 支 店 〒399-0005 松本市野溝木工1-5-1 TEL 0263（26）5900 FAX 0263（26）5904
南 信 支 店 〒399-4511 上伊那郡南箕輪村5675-5 TEL 0265（76）2100 FAX 0265（76）2102
東京営業所 〒113-0033 文京区本郷3-29-11ｾｲﾙ本郷3F TEL 03（5805）2791 FAX 03（5805）2793

URL  http://www.itoh.co.jp/ ITOHサービスマンHP http://techservice.jimdo.com/
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