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あけましておめでとうございます！
さて、今年は節目の年となります。代理店設立してはや 10 周年になり、よちよち歩きであった当社
をよくぞここまでご支援頂きましたことを心より御礼申し上げます。先日当社の会議でこんな話をし
ました。「我々は 100 年続く保険代理店の老舗を目指そう！」
（私は当然死んでますが… ！！）
お客様、子供さん、お孫さんの三代おつきあい頂くために「技術的、または物質的なサービス」もさ
ることながら「精神的なサービス」が大事であると。「思いやり」「心遣い」「親切心」
「おもてなし」
「誠実」。英語で「ホスピタリティ」って言うらしいですね。この世知辛い世の中ですが、我々はお
客様と「心で繋がってる関係」そんな保険代理店を目指します。今年も何卒ご支援を！！
株式会社インシュアランスブレーン 代表取締役 菅生 正

｢ときめき坂保険ホットライン｣vol．32
あけましておめでとうございます。
今年もここの記事だけは、保険の話で失礼しま
す。「新年早々縁起の悪い話は勘弁してよ」な
んておっしゃらずに、しばらくお付き合いいた
だければと思います。

「先進医療の使い方」
テレビを見ていると、必ずと言っていいほど医
療保険の CM を目にしますよね(もうしつこい
ぐらいに)。その中でも最近は「先進医療の費
用を 1,000 万円まで保障」という特約をアピ
ールしているんですが、みなさん気が付きまし
た？
なんとなーく高額な治療費がかかるものを保
障してくれるというイメージがあると思いま
す。特にがん治療に使われる先進医療は、高額
なものだと 300 万円ぐらいの自己負担になり
ますからね。いざっていう時の備えがあると助
かります。命にかかわりますからね。
でも、実はそれ以外にも使えますよというのが
今回のお話です。
例えば、最近多くの方が受けているのが、「白
内障の治療に使う先進医療」なんです。そんな
たいそうに言うことでもないのですが、両眼で
70〜80 万円ぐらいの自己負担が必要になり
ます。白内障って、いわゆる老化現象なので、
歳をとれば誰でもなる可能性のあるものです。
うちのばあちゃんも数年前に手術しました。
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白内障の手術は目の中にレンズを入れて行
うのですが、従来は一定の距離にしか焦点が
合わないレンズしかありませんでした。
よく見えるようになるものの、これだとピン
トが合わない距離があるので、結構不便でし
た。
そこで登場したのが遠近両用のレンズを使
った「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術」という先進医療です。
小難しい名前はさておき、これなら近くでも
遠くでもよく見えるようになります。医療技
術の進歩ってすごいなって思います。
ちなみに、滋賀県内では２つ、京都府内では
３つの病院が厚生労働省の認可を受けてい
ます。こんな身近なところでも使える先進医
療があるので、いろいろ知っていると便利で
すよ。
１つ注意なのですが、すでに手術の予定が決
まっている人は医療保険に加入できません
ので、あしからず。あくまで、今後のための
備えということで。
これからも色々な情報提供をしていきたい
と思いますので、今年１年よろしくお願い致
します。
(フルツボ ヒトシ)
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①

中澤好夫の
あけましておめでとうございまーす(^O^)／
今回は少しタイトルを変えて、僕の困り事を聞いてもらいたいと思います。
僕、小さいアパートに住んでるんですが、実は「管理人」をしてまして・・・。入居の際、家賃が
5 千円安くなるという誘惑、そして何より「管理人」という言葉の響きについつい惹かれてしまい
まして・・・(笑)今考えると何で引き受けたのかよくわからないんですが。なんかその時のノリとい
うかいつもの悪い癖がついつい出まして(笑)まっ、簡単に考えていたんです。ところが・・・
真夏の草引き、毎日のゴミ掃除、ゴミの出し方のチェック、住民の苦情対応。思っていた以上に
大変です。基本的に若い子の一人暮らしが多いので、ある程度は覚悟していたのですが。ふたを開
けてみると、少し実情は違いまして・・・40 代くらいの男性が住んでおられるのですが、夜 10 時
頃に電話がかかってきて「ちょっと部屋に来て下さい」とのこと。話を聞くと上の部屋の話し声が
気になって寝られない。というものでした。しかしいくら耳をすましても話し声なんか聞こえない
んです。不思議がってると、おもむろに窓を開けて、顔を外に出し、人差し指を口に当て「シーッ」
と言いながら「ねっ？」って(笑)いやいや、そらみんな生活してるんやから多少の音はするでしょ
、しかもほんとにかすかな音なんです。必死に頑張って聞こうとしてかすかに聞こえるレベル。
「この音が騒音て、あんたはどんな体勢で寝てるんや、窓から顔出して寝てるんかーい」と、胸の
中でツッコミながらも「ほんとですね、注意しておきます」と完全なその場しのぎの返事を残し、
その日は終わりました。しかし管理人たるもの、このままではいけないと、住民に対して困ってい
ることなどの緊急アンケートを実施しました。駐輪場の管理のこと、ゴミの出し方への質問。いろ
んな意見が出る中、先ほどの方は「○○社の携帯電話の電波が悪いから、何とかして欲しい」「玄関
の前のクモの巣を取って欲しい」等々・・・。思わず「それは自分で対処してください」と言って
しまいました。今は退居されてますが、その方・・・
某大学の講師だったらしいです(笑) というわけで
今年こそは・・・･･引っ越します(>̲<)

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今回は、私の地元消防団の話をさせていただきます。私の地元、宇治田原町は、人口 1 万人
京都府南部のお茶の盛んなのんびりとした小さな町です。町には地区ごとに消防団があります。
活動は、火事の出動はもちろんのこと、災害時や捜索、また年末年始の見回りや訓練なども
あります。昼間は各自仕事をもっており、夜や日曜日に訓練や見回りなどをおこなっています。
私は、正直最初のころ休みの日に訓練なんてしんどいなと思っていました。
でも、最近は積極的に参加しています。訓練の後の飲み会が目当てだろうと周りに言われていま
すが（たしかにそれもありますが・・・。）他にも理由があります。
それは、自分の生まれ育った故郷には消防車も少なく大きな火事や災害が起こったときに隣の
市や町から応援に来てもらうのですが、遠い為応援に時間がかかります。
少しでも自分たちの力で我が町の被害が大きくなるのを防ぐため、万が一の時に備え放水訓練や
規律訓練を日々おこなっているのです。
ただ、町の住民が安心して暮らせるように火事や災害情報をお伝えし、見回りをし、
「万が一」が起こらないように努めるのも大きな消防団の役割です。町の住民に危険を
お伝えし、防災意識をもっていただくことにあるんです。今年も赤いランプを回しながら、
走ります。
〈大西 武〉
②
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らーめん食べある記
らーめん好きの

わたくし大西がおいしいらーめん屋を取材
よりすぐりのお店をご紹介しま〜す！！

「幻の中華そば 加藤屋 にぼ次朗」
昨年弊社（保険クリニック南草津店）の近くに「幻の中華そば 加藤屋 にぼ次朗」という
らーめん屋ができました。「幻の中華そば」という何とも気になるネーミングにひかれ、
らーめん好きの私はもちろん開店すぐに偵察に行きました。
店内はＬ字型のカウンター席で 15 席ぐらいでしょうか。
私は、「森次朗」のにんにく入りを注文。出てきたのは、スープ無しで器の下のタレとかき混
ぜて食べる油ソバ。それだけでもボリューム満点なのに、その上には山盛りの野菜とチャーシ
ューが。食べてみると醤油ベースの濃い目のタレともちもちの太麺が絶妙に絡み合い、また
もやしのシャキシャキ感やチャーシューのジューシー感も最高！にんにくを入れるとこれが
またうまい。（後でデートを控えてる方はにんにくは入れない方がいいかも・・・）
一度食べただけで、森ファンになってしまい、今や週一のペースで通っております。おかげで
すっかり太ってしまいました( ^)o(^ )
皆様も近くに寄られた時は、ぜひぜひ行ってみてください。（＾−＾）
次回は京都のらーめん屋さんもご紹介する予定です。お楽しみに〜！！
住所 滋賀県草津市野路１−１２−２３ （国道 1 号線沿 野路南の交差点すぐ）
営業時間１１：３０〜１５：００・１８：００〜２４：００（月曜休み）

私、チームマイナス 6％に参加しています
100 年続く組織であるには！ 時代にあった進化を遂げ成長しなければと、日々精進し今年
も頑張ります。 〜 一世紀企業を目指すチャレンジの年 〜
皆様ご鞭撻を m(̲ ̲)m
ところで今年は、私が愛している業界が先行して 100 周年を記念する素晴らしい年でもありま
す。スキー業界がそうで、日本にスキーが伝わってちょうど 100 年目なんです。明治 44 年にオ
ーストリア・ハンガリー帝国の軍人レルヒ少佐が、上越市の陸軍 13 師団に赴任しスキー指導を
したのがきっかけで日本に普及したとされていて、当時はケヤキやクリ材のスキー板、ストック
は竹製の一本杖で滑るスタイルだったようです。現在スタイルは進化しましたが、スキーの魅
力って、刻一刻と変化する斜面状況を読みながら、落下していく自分をターン技術でコントロー
ルする！！それが自分のイメージと調和した瞬間が最高に気持ちよく、無重力感もサイコー！！
こんな素晴らしい体験を雪と共に未来に残そうと、国民的プロジェクト「チームマイナス 6％」
が発足しました。目標は 1990 年に比べ温室効果ガスを 6％削減することです。地球の為にやさ
しいことをしようよって取組で、皆さんも気付いたことからエコでもなんでも取組んでは頂けな
いでしょうか。
また、各スキー場では 100 周年を記念するイベントが多く開催されるようなので、今まで雪山
に興味のなかった方も一度訪れてみては如何でしょうか。きっと新しい気付きがあるんじゃない
でしょうか。 あっ、車の装備と防寒対策はお忘れなく！！
では、私は一足お先に雪山を満喫させていただく事にいたしますか。(^ ^;)
シーハイル！！（スキーヤー同士のあいさつの言葉、スキー万歳の意）
＜河島 清＞
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お客様の声は天の声」当選者はこの方です！！✌
☆ 趣味の話で恐縮ですが･･･。私の今ハマッているのは
「東野圭吾」です。今まで色々な作家の本をよんできま
したが、何に付け最高だと思います。
それと月に２回以上が目標の「映画」です。
今まで一番心に残っているのがブルース・ウィリスの「ア
ルマゲドン」です。
秋の夜長、本と映画を存分に楽しみたいと思います。
〔甲賀市 Ｉ・Ｋ様〕
（編）東野圭吾は今本が売れない中で大人気の作家です
ね。本はまだ読んだことがないのですが、ドラマ化された
「新参者」は毎週楽しみに見ていました。登場人物が個性
的でそれぞれのドラマがあって一話一話楽しめました。
また「アルマゲドン」もいい映画でしたね。残念ながら映
画館ではなくＤＶＤで見たのですが、夫と涙しながら見た
のを覚えています。
ブルース・ウィリスといえばやはり「ダイ・ハード」ではない
でしょうか。主人公のどんな危機的な状況でも、ジョークを
とばせる余裕のある明るい強さが私は好きでしたが、みな
さんはいかがですか？

保険クリニックＣＭ放映中！
見てね
毎週土曜日の朝 8:30 から
関西テレビ（８チャンネル）で放映さ
れている「にじいろジーン」という番組
をご存知ですか？
ぐっさんや、ベッキーが出演している
楽しい番組です。
その番組の間に

「保険クリニック」のコマーシャルが
流れます。
土曜日の朝ですが少し早起きしてぜひ
見てくださいね！

みなさんもどしどしおハガキをお寄せ下さい。
保険で疑問に思っていること、
「ざっくばらん」にこんな記事を載せて欲しい、お勧めの映画、本
お悩み相談、などなど何でも結構です。思いの丈をぶつけてみてください。

採用された方には小さなプレゼント（着いてからのお楽しみ！）を進呈致します。
お待ちしてま〜す！！
﹇編 集後 記﹈ ▼ 新年 あけ まして お
めでとう ございます ︒今 回のざ っ
くばらん は︑ あるお 客様より﹁ 最
近のざっく ばらんは保険 の記事 が
多くて難し い︑もっ と色んな情 報
を入れた方 がいいの では？﹂と い
う貴重な ご意見をい ただき︑ラ ー
メンあり︑ スタッフの近 況報告 あ
りと少しテ イストを 変え てみま し
た︒ いかが でしたで しょうか？ ▼
たしかに この﹁ざっ くばらん﹂ を
発行した目 的は︑な かなかお会 い
できない みなさまと ﹁心で繋 が っ
ていたい﹂ というも のだったの で
すが︑回を 重ねるご とに︑どう し
ても新し い保険の情 報を お知ら せ
した いとい う気持 ちが強 くなり ︑
︵尤もこれ も大事な こと ですが ︶
ついつい保 険のお話 が多 くなっ て
しまいま した︒▼ 初 心に帰るこ と
の大事さ を気付かせ ていただい た
貴重なご意 見ありが とう ござい ま
した︒▼ さ て︑今年 はうさぎ年 で
すね︒う さぎの干支の由 来は︑ う
さぎの穏や かな様子から ﹁家内 安
全﹂︑跳躍する姿から﹁飛躍﹂を表
すそうで す︒▼なん ともかわい い
うさぎで すが︑実は スト レスや 環
境の変化によって食欲が落ちた
り︑下痢を したりし てしまうこ と
がある神 経質な動物 だそ うです ︒
▼わたくし どもも︑ うさ ぎのよ う
に飛躍し たいのです が︑ みなさ ま
の愛情が ないとすぐ 体調不良を 起
こしてし まいます︒ どう ぞみな さ
まの愛情あ ふれる声 のお はがき を
お寄せ下さ い︒▼み なさ まのさ ら
なる﹁飛 躍﹂とご多 幸を ﹁二羽 の
うさぎ﹂とともにお祈り 致します︒
︵Ｍ・Ｓ︶

※ご連絡下さい※
●

●

もうすぐ結婚される方、ご出産間近の方、引越し予定の方･･･はいらっしゃいませんか？
同封の「天の声ハガキ」にてお知らせ下さい。必ず「ざっくばらん」や弊社への感想、ご意見等
を書いて下さいね。ささやかなプレゼントを差し上げます。
ざっくばらんのバックナンバーご希望の方、お店の宣伝をしたい方などなど。
お待ちしてます！
ざっくばらん編集部連絡先
ＦＡＸ
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