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この度の東北地方太平洋沖地震の被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
毎日のテレビの映像を見ていると、愕然とし、何もできない自分の無力さを痛感します。
16 年前に我々は阪神淡路大震災を経験しています。その後すぐには非常食を買い、防災袋を用意し、
避難場所を確認しましたが、その危機感がだんだん薄れてきた矢先の今回の地震でした。
今回の事故で改めて日本には安全な場所はないことを認識し、活断層の上に我々は住んでいることを再
確認すべきで、我々「保険代理店」は、地震保険加入の啓蒙もさることながら、災害時にどうやって命を
守るか。どうやって被害を最小限に食い止めるか。皆様へのリスク管理を徹底してお知らせするのが使命
であることを強く感じた大災害でした。
最後に、我々日本人は戦争やいくつもの大震災から見事に復興をしてきました。今一度日本人が心を一
つにして励ましあい、助け合い、何ができるかを自ら考え、共に生きていきましょう！

株式会社インシュアランスブレーン

｢ときめき坂保険ホットライン｣vol．33
このコーナーを初めて担当致します 清水
です。
「ざっくばらん」の看板(!?)コーナーを急
きょ担当することになり、緊張してます。どう
ぞあたたかい目で読んで下さい。
それは数年前のお正月のある晩のできごと
でした。「おねえちゃん、家に帰ったらテレビと

DVD プレーヤーがないねん。泥棒に入られ

た！今警察の人に来てもらって、指紋の採取

代表取締役

菅生 正

どうも妹がリビングのベランダに通じる窓
の鍵を掛け忘れていたようで、妹が部屋に戻
ったとき、その窓が嘲笑うかのように 10 セ
ンチほど開いてたそうです。
新しいテレビ、DVD プレーヤーは手に入
ったものの、犯人は捕まらず、妹もそれから
その部屋にひとりでいるのが怖い、知らない
人が入ってたと思うと気持ち悪いといって、
それから 2 ヶ月も経たないうちに引っ越し
ました。

してもらってる・・・」
と妹から半泣きで電話がかかってきました。
私と妹は結婚してからそれぞれ吹田、高槻の
賃貸マンションに住んでおり、盆、正月休みは
日を合わせて滋賀の実家に帰っています。
その年の正月も同じ日に帰り一泊して実家
から帰ってきたら、さきほどの妹からの電話が
あったというわけです。
〔私〕「賃貸マンションの契約した時に火災保
険に加入してるはずやから、旦那さんに聞いて
保険証券がないか探してみ」
〔妹〕
「あったわ・・・。」
〔私〕「そこに事故の報告をするフリーダイヤ
ルが載ってるから、明日でもいいから電話し」
という会話でその日は終えたのですが、無事
にその火災保険で保険金が支払われ、新しい液
晶テレビと DVD プレーヤーを妹夫婦は買うこ
とができました。
他には現金など何も盗まれておらず、荒らさ
れた様子もなく、（よっぽど犯人は年末年始の
テレビ番組が見たかったのでしょうか･･･？）
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賃貸マンションにお住まいの方は、賃貸契
約の手続きと一緒に火災保険加入の手続き
もするので、妹のようにあまり火災保険に加
入している、また家財を盗まれたときに使え
るという意識もないまま手続きをされてる
方が多いんじゃないでしょうか。
マンションの駐輪場に置いてあった自転
車を盗まれた場合もこの手の保険が使える
って以前のざっくばらんでもご紹介しまし
たよね。
他にも例えば掃除機が当たってテレビを
壊してしまったとか、意外にこんなときにも
使える保険です。（賃貸でなくても支払われ
る火災保険もありますよ）
詳しくは弊社まで
ご連絡下さい。

知ってる人に聞く
これ、基本ですよね！

FAX077-567-0106
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①

各コーナーにみなさまよりおハガキをいただきました。
その一部をコーナー担当者とともにご紹介致します

（甲南町

Y．M 様）

お返事ありがとうございます。「中澤」で
す(笑)現在ほんとに引越しを検討しており
まして、うちの奥さんはあれこれチラシを
見ながら検討中です。それまでは
我慢ですね。あっ、二階の廊下の
電球の交換に行ってきます(>̲<)

今村分団長の心こもったお便り非常に励
みになります。ありがとうございます。私
の町は、本当に小さな町ですが大好きで
す。そんな町に少しでも貢献できればと思
っております。宇治田原町の１万住民の
生命と財産をしっかりと守るために、明日
もまたパトロールにいって
まいります。
（敬礼）

保険クリニック

み なさんどし
ど しご応募く
ださい

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！！
今回は、京都の激戦区一乗寺より

「ラーメン軍団」

この店の社長はもともと「京都ラーメン軍
団」というＨＰを運営されていて、そのラー
メンへの思いが高じて、ご自身で理想のラー
メンを作り、脱サラしてラーメン激戦区の京
都一乗寺に店を構えられたそうです。
そんな熱い思いをぜひラーメンと共に味わ
ってください！
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★期待の新入社員紹介★

ﾎﾞﾘｭｰﾑ満点の重厚つけ麺大盛

先日、重厚つけ麺を食べたいと思い
一乗寺のラーメン軍団に行ってきました。
大盛を頼むとボリューム満点の麺が出てきました！
スープはこってり魚介系ですが、後味は非常にあっさりで、
みるみるうちに麺は無くなってしまいました。
麺がもちもちでスープとよくあっていました。
すごくおいしかったですよ（＾−＾）
ぜひ、食いしん坊の方には、大盛をチャレンジしてほしいです。
住所 〒６０６−８１１１
京都市左京区高野泉町６−７４
営業時間１１時３０〜１３時３０・１８時〜２３時

住宅用火災警報器の設置は
お済みですか？
取付作業にお困りの方はお気軽に
弊社スタッフにお申し付け下さい

消防法が改正され住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れました。平成２３年５月３１日までに取り付けないとい
けません。（地域によって期限が違います）
いけだ

池田

まさし

雅司

初めまして、２月１日よりインシュアランス
ブレーンの仲間入りを、させていただきました
４２歳・期待の新人←（自分で言う）
池田 雅司（A 型）と、申します。
見た目は、似顔絵を老けさせた感じで白髪も
チラホラ、若干老眼ぎみで（おいおい大丈夫か）
こんな感じの私ですが、入社して２ヶ月すっか
り社内にも溶けこみました。
（思い込み？）
そんな私が大好きな、６つの行動指針の２つ
（会社案内を聞かれた人はご存知だと思いますが）
お客様へのお役立ちを自らの喜びとし、わかり
やすい説明を心がけ、お客様と共に歩んで行け
たら幸せです。
宜しくお願いいたします
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最近、消防署や役所の名前をかたって、警報機を販売、
取付けて相場以上の価格を請求してくる悪質な業者がいる
ようですのでみなさん気を付けて下さいね。
住宅用火災警報器は家電量販店や
スーパーで購入できます。国の基準に
適合していることを示す
「ＮＳマーク」がついた商品を選ん
で下さい。
警報機を買ったものの取り付け作業
に困ったわ、どうしようという方、
お気軽に弊社スタッフまでご連絡下さい。

こんな人に
注意！！

取り付けに参上致します！
FAX077-567-0106
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③

お客様の声は天の声」当選者はこの方です！！✌
❤中学 1 年生から
高校 1 年生の女子❤は注目！！
今年の 2 月 1 日より草津市では
し き ゅう けい

子宮頸がんの予防接種が無料で受けられ
ます。（地方自治体によって助成金の額が違
いますのでホームページ等でご確認下さい）

（京都市北区 匿名希望様）
（編）お勧めの本をご紹介いただきありがとうございます。
早速読んでみました！一見厳しいように見えても、その奥
にある優しく孫を見守るおじいさんの気持ち。会話の端々
からそんな雰囲気があふれていて、すぐに話に引き込まれ
てしまいました。本当に古き良きアメリカ満載です。最後に
明かされるおじいさんの過去には「そうだったのかぁ」と思
わず納得です。みなさんも是非読んでみて下さい！

日本人の子宮頸がん患者のうち約 6 割
は HPV（ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰｳｲﾙｽ）の感染が原因
とされています。そのウイルスの予防ワ
クチンを草津市では無料で受けられるよ
うになりました。
（任意接種）期間は今年
の３月３１日まででしたが、もう１年延
長される予定です。
がんってウイルスで発症するものなん
ですね。
この予防接種を受けるには原則保護者
同伴、６ヶ月間に３回受けないといけな
い等、決まりがあるのでよくご確認の上
この機会に受けられてみてはいかがでし
ょう。

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。

﹇編集後記﹈▼実はこの編集後記は一旦
出来上 がっ たもの をす べて 消して 再度
書き直したものです︒というのも︑今回
のざっ くば らんは 珍し く締 め切り まで
にみんなが原稿を揃えてくれて︑さあこ
れから 印刷 にかけ られ るわ と思っ たそ
の時に あの 東北地 方太 平洋 沖地震が 起
こったからです︒▼このざっくばらんを
発行するにあたり︑この状況の中︑あま
りふさ わし くない 内容 があ るので はな
いか︑発行を遅らせてでも︑もう一度作
り直し た方 がいい ので はな いかと 思い
悩みました︒が︑ニュースで︑﹁避難所
の方々 はひ とりで いる とす ぐに泣 いて
しまうから︑みんなで無理にでもバカな
事を言 い合 って 笑 いあ い精 神的に も支
えあっておられる﹂という内容の中継を
見て︑不謹慎だというお声もあるかと思
いますが︑いつもと変わらぬ内容で発行
することに致しました︒▼被災地の復興
までに はま だまだ 時間 がか かりそ うで
すが︑阪神淡路大震災を目の当たりにし
てきた 関西 の私た ちだ から こそで きる
ことは何か︑まずは何ができるかを考え
行動し てい かなく ては なら ないと 思っ
ています︒▼ここのところざっくばらん
では本 のご 紹介を よく いた だいて おり
ますので︑最近私が感銘を受けた本のあ
る言葉をご紹介したいと思います︒佐々
木常夫著﹁働く君に贈る２５の言葉﹂の
中で引用されている言葉です︒﹁人が本
当に助けを必要としていても︑実際に助
けの手 を差し伸 べる と 攻撃 される かも
しれない︒それでもなお︑人を助けなさ
い︒﹂
︵
﹃それでもなお︑人を愛しなさい
人生の 意味 を見つ ける ため の逆説 の 一
〇か条﹄ケント・Ｍ・キース著より︶
︵Ｍ・Ｓ︶

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！！

※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
④
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077-567-0106
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