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新年あけましておめでとうございます。昨年は皆様に多大なご支援を頂き感謝！感謝!です。
さて昨年は、３．１１で世界に衝撃が走ったのと同時に我々の「生き方、考え方」を改めて考えさ
せられました。家族や友人などの人のつながりの大切さ、そして何気ない日常生活のありがたみなど
を身に染みて感じたんじゃないでしょうか。
当社の社員でも結婚をしたり（Ｓ）、結婚式を挙げてなかった社員が突然結婚式をあげたり（Ｆ）
、
彼女いない歴 3 年の男（Ｏ）が急に彼女ができたりで、これらも震災によって女性の結婚観が変わり、
安心感や絆を求めたりの結果なんでしょうかね。
当社も原点に返り「すべては、お客様のありがとうのために」をモットーに今年も取り組んでいく
所存でございます。そのためにただただ頑張るのみ！！！
株式会社インシュアランスブレーン
．．．．．．
代表取り締まられ役 菅生 正

｢ときめき坂保険ホットライン｣vol．36
久々に清水です。友人にぜひみなさんに伝え
るべきだと言われたことがあったのでこの場
を借りてお伝えします。
先日、20 年来の友人から久々に会いたいと
電話がありました。
電話の声の調子がいつもと違ったので
「何かあった？」と聞いたら
「乳がんが見つかって･･･。
今週末から入院することになって、１週間ほ
どで退院はできるけど、その後の治療内容でど
うなるかわからへんから、今のうちに会ってお
きたい人に連絡とってるねん。
」
と言われ、もちろんすぐに会う約束をしまし
た。
その約束の日、どんな声をかけたらいいんだ
ろう？ と少し不安な気持ちで待ち合わせ場
所に向かったのですが、彼女は意外に元気で、
ボディマッサージをしていて自分で見つけた
胸元のしこりを「今後の参考に触ってみて」と
触らせてくれました。
確かにそこにはビー玉のようながんが存在
していました。
彼女は他の病気で昨年入院し、退院後もつら
い食事制限（塩分の摂取を控えるために味付け
はレモン汁だけとか･･･）をのり越え、やっと
楽になったところだったのに、なんでこんな風
になっちゃったんだろうと嘆いていました。
病院であっさり乳がんですと宣告された時
はピンとこず、涙も出なかったそうですが、し
っかり者の彼女は高額療養費、傷病手当の申請
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に社会保険事務所（協会けんぽ）に向かい、その
車の中で運転しながらひとり泣いたそうです。
しばらくたって、彼女から手術が無事に終わ
り、転移もなく、無事に退院しましたとメールが
届きました。でも・・・
がんはその後がつらいんですよね。
再発の可能性と戦わなくてはなりません。
放射線治療に 1 ヶ月近く毎日通院し、抗がん剤
治療はまだまだ続くそうです。
退院後にかかった費用は
放射線治療は 1 回 5,000 円×25 回
抗がん剤は 1 回 2 万〜4 万。
他に検査費用、飲み薬代・・・｡
会社に行けるのは週に１、2 回。
高額療養費や傷病手当ではおいつかないぐらい
生活が厳しいそうです。
その話を聞いた時に、なぜ私はがん保険を勧め
ておかなかったんだろうと後悔しました。幸い、
彼女は給料が上がったときに、がん保険に加入し
ていたそうで、兄弟の支援もあり何とかやりくり
できているそうです。
彼女から、「がんは体力的にも精神的にも経済
的にもつらい病気。がん検診に毎年行く事、保険
に入っておくことが大事だとつくづく感じた。保
険の仕事をしていて、お客様に伝える場があるの
なら、そのことを伝えてあげて」と言われたので、
今この原稿を書いています。
今がんと必死に闘っている彼女に何て声をか
けてあげたらいいのかどなたか教えて下さい。
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①

中澤好夫の
皆様あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年僕はついに 40
歳になります。若い頃は４０歳といえば体力的にも精神的にもかなり衰えてくるのかな？と思っ
ていましたが、実際なってみるとそんな感じもなく意外と元気です(笑)それはたぶん自分の周りに
いる同年代や年上の皆様がとても元気でいてくれるからなんだろうなと思います。お客様の中に
もかなりご高齢なのにも関わらずこちらがビックリするような動きの早さで玄関まで迎えにきて
くれる方もいらっしゃいます(笑)元気な高齢の方・・・元気なおばあさん・・・あっ、思い出しま
した！うちの大家さんもそうですよね(笑)大家さんといえば今回でこのコーナーは最終回になり
ます。というのも、ついに引越しが決まりました(^O^)／順調に進めば 2 月中旬には引越しが完了
します。
ここでかなり愚痴らせてもらいましたけど引越しが決まるとなるとそれはそれでなかなかさび
しいもので・・・。当然大家さんにもそのことを伝えないといけないですし。仲良くさせてもら
っていただけに少し言いにくい気持ちもあります。次の管理人は誰がするんだろうって余計な心
配までしてしまいます。うまく管理人をこなせるだろうか、ゴミ置き場の整理はちゃんとできる
んだろうか。とか(笑)
ですが、当社にいる「住宅ローンアドバイザー」の資格保持者である古坪に相談しながら決めた
夢のマイホーム。完成が楽しみです。

興味ないし･･･なん
て言わないでﾈ！

石巻市の缶詰工場の看板が
道路の真ん中に！

石巻、女川、宮古の被災地に行ってきました。復興には程遠い状況で
す。商店街はほとんどがシャッターが閉まっている中で、懸命に復興に
向けて前に進もうとしているお店も中にはあります。その復興への原動
力は、「経済力」すなわち「お金」なんですね。
ある代理店さんが言ってました。「私は、お客さんと喧嘩してでも地震
保険をススめます」と。

石巻の水産加工工場も壊滅
的な打撃。

津波で鉄筋コンクリートのビル
が杭を引き抜いて倒れていた。

②
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震災後の東北視察に菅生が行ってきました

改めまして、菅生です。プロの保険代理店ってやっぱり
すごいですね！これ実感です。
地震や津波の恐ろしさは、いまさら言うまでもないの
ですが、保険代理店としてどういう行動を取ったかが今
回の視察で一番知りたかったことなんですね。
ある地元のプロ代理店さんの話です。
「お客様に安心を
届けるために一刻も早く保険金をお支払したい。」ありき
たりの言葉なんですが、これぞ保険の神髄の部分ですよ
ね。いつも言ってますが、
「保険は請求しなければもらえ
ない。
」よって、保険金をお支払できるにもかかわらず請
求が来ないという状況の中で、その代理店さんは必死に
なって寒い中、避難所を回り、その中からやっとの思い
で生命保険受取人を探しだしお支払いをされてました。
そこには通販やインターネットには到底できない「プ
ロ代理店の誇り」を見た気がします。
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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！！ 4 店目

冬になり一段とらーめんがおいしい季節になってきましたね。今回は前回号でお客様から
ご紹介いただいたらーめん屋をご紹介。どこに行こうかさ迷う私には非常にありがたいです。
皆様もおいしいらーめん屋がありましたらぜひぜひ教えてください（＾−＾）
近江八幡市にある

｢こだわり家

メンジン

麺神｣さんです

今回は、近江八幡駅近くの｢こだわり家 麺神｣に行ってきました。
寒さも厳しくなってあったかいらーめんをいただきに出発!
１８時頃になると日も落ち真っ暗な中、お店を照らす
提灯とスポットライトの灯りに吸い寄せられるように店にたどり着き、
車を停めて中に入ると・・・。
カウンター席とテーブル席がそれぞれあり、中は広々。さっそく人気ナンバー１の「柚子塩ラーメン」
を注文。目の前に来た途端に漂う柚子の香り。スープは、魚介や貝柱が使われていて、非常にあっ
さり。透き通ったスープに沖縄の天然塩が程良く効いており柚子の酸味が口の中一杯に広がりました。
麺は、中細の縮れタイプです。プルンとした弾力で、モチモチ感がありスープと絡み最高です。具材はネギ、チャシュー、キクラゲ、かまぼこ、麩、柚子入っておりますよ。キクラゲのコリコリ感と麺の絡み具合が非常にあって
いますよ。
沖縄の天然塩、高知の柚子、北海道のホタテ等各地の名産にこだわり１つのらーめんを作っています。他にも坦々
麺やちゃんぽんなどもありますよ。お近くにお寄りの際にはぜひぜひ（＾−＾）
住所 〒５２３−００３１
近江八幡市堀上町１８７−５−１
営業時間 １１：３０〜１２：４５ １８：００〜２３：００

初詣スポット
多賀大社

勝手に選考❤
滋賀県犬上郡多賀町多賀 604
【ごりやく】延命長寿、厄除け、
縁結び、家内安全、交通安全

滋賀県の方なら一度は初詣に行かれたことがあるのでは
ないでしょうか？「お多賀さん」と親しまれている多賀大
社。「お伊勢参らばお多賀へ参れ お伊勢お多賀の子でござ
る」と言われる通り、伊邪那岐命・伊邪那美命両神が祀ら
れ、伊勢神宮の天照大神はその両神の御子。簡単にいうと
伊勢神宮の神様のご両親（神）が祀られています。
お正月に実家に帰った時にはみんなでお参りするのです
が、鳥居を出てすぐにあるお土産物屋さんで買う多賀名物
「糸切り餅」を食べるのが毎年の楽しみです。
しゃくし

おたまじゃくしの名は「お多賀じゃくし」という木の杓子
の形をした縁起物、お守りからきているとご存知でした？
新名神ができて草津からはお伊勢さんに参りやすくなり
ましたが、より近くにいらっしゃるご両親（神）様にお参
りしてみるのもいかがでしょう？
お参りの後はぜひ先のコーナーで大西がご紹介したラー
メン屋さんで温まって下さい。
（清水）

【糸切餅】伊勢の赤福餅も
大好きですが、糸切餅はあっ
さり食べやすくひとくち、も
うひとくちとついつい手が
出てしまいます

【お多賀杓子】
その昔、病の帝に多賀社の神官が杓子を添えてご
はんを献上したら、病が治ったことから縁起物と
して親しまれているそうです
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お客様の声は天の声」当選者はこの方です！！✌
（編･中澤）おハガキありがとうございます。
確かに自動車の事故なんてそんなに経験するもので
はないですからね。僕の携帯電話にも事故現場から
連絡が入ることがしばしばあります。とにかく一番
大事なことは「慌てない」ってことです。事故は誰
でも、どれだけ気をつけていても起こす可能性はあ
ります。まずは慌てずに教習所で習ったとおりの対
応をしましょう。
（人命救助、二次被害の防止、警察
への連絡）で、その後「私は任意保険に加入してい
ますので保険会社から連絡させていただきます」と
だけ伝えてください。決してその場で何かの約束は
しないでくださいね。そして、万が一の時、大きな
事故にならないようにスピードは控え目に(^̲^)

栗東市 N・H 様

〈ホームページリニューアル！！〉

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！！

〈メルアドを教えて下さい〉

﹇編集後記﹈▼前出の乳がんになった友
人に言われ︑私もがん検診無料クーポン
を使ってがん検診に行ってきました︒そ
の病院の先生に﹁最近乳がんの患者さん
が増えてきてるから気ぃ付けや︑検診は
毎年しなあかんで︒乳製品のとりすぎは
だ め︒ 最近 の 人は おいし いも ん食べ 過
ぎ︒糖分のとりすぎは良くないで﹂と言
われました︒私が﹁へぇ・・・﹂と生返
事をすると﹁へぇって︑ほんま頼んまっ
せ﹂となかなか個性の強い先生でした︒
▼ 友人も２年 前に乳がん 健診を 受けて
大 丈 夫 だ っ た の に ︑ 今 回 のこ ので き ご
と︒みなさん︑毎年面倒でも検診を受け
て下さいね︒私も人間ドックに行かなく
て はと思いな がら 忙しい のとバリウ ム
が 怖い のとで 行 けて い ま せ んが ・ ・ ・
︵Ｍ・Ｓ︶

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。

12 月に弊社のホームページをリニューアルしま
した！個性豊かな(?!)スタッフの面々が登場しま
す。URL は今までと同じです。ぜひご覧下さい！

東北の震災時に一番連絡が取りやすかったのは
携帯メールだったそうです。災害時の連絡手段と
して、また仕事中に電話できないけどメールなら
OK という方にも連絡できるように、みなさんの
メルアドを登録させて下さい。詳しくは担当者が
お伺いしたときにご説明します。
去る１０月２９日に
古坪が、１１月５日
に嶌頭が結婚式を挙
げました。

古坪よりひとこと

嶌頭よりひとこと

地元の香川県で親族だ
けのささやかですが、
アットホームな結婚式
に我ながら感動！家族
の絆がより深まった、
一生忘れられない日に
なりました。

多くの皆様の温かい祝
福を頂き、無事結婚式
を挙げることが出来ま
した。この溢れんばか
りの感謝の気持ちを忘
れずこれからも頑張り
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
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