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　先日までの暑さはどこへやら、秋分の日を境
にぐっと秋らしくなりました。二十四節気で
は秋分の次に寒露（かんろ、10月8日）となりま
す。朝露も一段と冷たくなり、秋の趣きがひとし
お感じられる時期になりますが、酷暑の疲れも
出てくる頃ですのでご自愛頂ければと思います。
　さて、私は仕事がら決算期を迎えた会社社長
とお会いする機会が多いのですが、「今期の決
算はどうですか？」と聞くと2割くらいの社長は
「そこそこ利益が出ていて、悪くないよ」とコ
メントされます。そこから私が個人的に感じて
いることは、利益を出せる会社と出せない会社
の二極化が進んでいるという事です。良い会社
に共通しているところは…
・�自社がお客様に支持されている理由を、経営
者と社員が良く理解している。

・�経営者と社員が仕事に対するスキルアップを
継続的に行っている。
・�企業成長のための先行投資（人、モノ）を積極
的に行っている。
以上の３点が挙げられると思います。
また、その部分を個人に置き換えてみると、確
実に自己向上させることが出来るのではないか
と思います。キーワードは「スキルアップ」
「勉強」「自分への投資」といった所であり、
多忙な毎日からレベルアップを目指すとすれ
ば、時間の捻出も必要不可欠となるでしょう。
　不況と言われる今だからこそ、当社も自らを
磨き、お客様に支持される存在になって行きた
いと思っています。
　東北！ニッポンを元気に！頑張っていきたい
と思います。

株式会社サンネット　代表取締役　加藤　俊

　皆さんは「特定(三大)疾病保障定期保険(特約)」と
いう言葉を聞いたことがありますか？
　生命保険の様々な保障・特約の中の一つですが、
この保障に関して質問される方が多いのでミニ知識
としてお話ししたいと思います。
　どういう保障なのか？
　基本的には下記の状態に該当した場合、保険金額
が支払われます。

・死亡もしくは高度障害状態
・悪性新生物（いわゆるガン）
・急性心筋梗塞
・脳卒中

　ここで注意していただきたい部分は、急性心筋梗
塞と脳卒中。ただ病気になっただけでは受け取れな

いケースが多いのです。
・心筋梗塞は、60日以上の労働制限が残ること
・脳卒中は、60日以上の後遺障害が残ること
などが条件になる場合があります。しかもいずれ
も、お医者さんによる診断が必要になります。
　保険会社によっては上記の支払要件にプラスして
「治療のための手術」を行うことにより支払いが可
能なケースもあります。
　いずれにせよ、保険会社によって支払いの要件が
大きく異なる場合が多々見られるのがこの「特定(三
大)疾病保障定期保険(特約)」なのです。一度ご加入
中の保険証券を確認してみてはいかがでしょうか？

※�保障内容は各保険会社により違います。詳しくは
ご加入中の保険会社までお問い合わせください。
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※ご記入いただきましたお名前、ご連絡先につきましては、資料送付並びに株式会社サン
ネットの各種情報提供サービス等のご案内にのみ利用させて頂きます。

９月から女性スタッフが制服着用となりました。
キャビンアテンダントさんみたいなスカーフがポ
イントです。
お近くまでお越しの際は、ぜひお寄りください。
笑顔と美味しいコーヒーでお待ちいたしております。
� （総務：佐藤）
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保険　サンネット

他にも耳寄り情報が満載 !!
ホームページもご覧下さい !!
http://www.sunnet-i.co.jp/

社長のブログも更新中 !!
株式会社サンネット

保険のかわら版

イ ベ ン ト 案 内

冬に備えて栄養を蓄えたジビエ※が旬の季
節となりました。
ヨーロッパの人々にとっては、とても身近な
ジビエ料理と、相性ピッタリのワインで晩秋
のひとときを楽しみませんか？
グランドパレス川端の洋食料理長伊藤幸一
氏が創ったジビエ料理に対し、日本ソムリエ
協会秋田地区長の小西亨一郎氏が渾身のマ
リアージュをいたします。皆
様、お誘い合わせの上ご参
加ください。

生命保険ミニ知識講座①

「ジビエとワインを楽しむ会」

　家財の火災保険をつけ忘れていませんか？家具や家電製品などの
家財（生活用の動産）は、建物とは別に家財を火災保険の対象とし
てご契約いただかなければ、損害を受けても保険金が支払われませ
ん。例えば、落雷によりパソコンやテレビ、IHクッキングヒーター
などが故障してしまった場合や、消火活動により家財が水でぬれて
しまった場合などに保険金が支払われます。
　最近は気象の変化などにより、落雷による損害なども多くなって
きました。また、家財保険に地震保険を付けておく事で、より万全
な補償にする事ができます。皆様も現在ご契約されている火災保険
の内容を確認してみてはどうでしょうか。

話題の商品 家財の保険（火災保険）

日時：11月29日（木） 18：30〜20：30
場所：グランドパレス川端（大仙市浜町７−39）
会費：3,000円　　予定人数：40人
※ 参加ご希望の方は、お電話でお申し込

みください。

※ ジビエ料理とは、狩りで得た鳥獣肉料理を言
います。

大曲支店

料金別納
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当社について、ご要望や資料請求などありました
ら、お気軽にご連絡ください。
例として…
「家財の保険について詳しく聞きたい」�
「自動車保険の見直しについて資料が欲しい」
「生命保険の特約について再確認したい」�など。

よりよい紙面づくりを目指しておりますので
ご感想やアドバイス等いただけましたら幸い
です。

Message

■加藤　俊
株式会社サンネット
代表取締役
暑さに強いのが自慢で、今年も
元気に過ごしていましたが、９月
に入ってからの真夏日攻撃にや
られ、さすがに少し夏バテ気味
です。この秋はしっかり充電し
て、体力の回復を図りたいと思
います！
最近は３人の子供たちと共に、
週に２日ほど空手の稽古に通っ
ています。

社長のコラム

　当社の応接スペースに「芸仁遊」という
文字が飾られているのをご存知でしょう
か。黒柿の板に筆で書かれた部分が彫ら
れ、趣のある造りになっています。
　さて、「芸仁遊」という言葉ですが、最
近やけに心にひっかかってくるので、あら
ためて調べてみた所、「正しい道を志し、
徳を根拠とし、仁に依って芸のなかに遊
べ」という意味で、孔子の教えと言われて
います。
　孔子の言う芸とは、仕事、学問、武芸、
教養なども含まれていました。その中で
徳を積みながら、仁（愛、情、優しさ）を
大切にするという事でしょう。個人的には

「芸仁遊」（げいにあそぶ） 「遊ぶ」という言葉が、プレッシャーを解
放させてくれる気がしますが「泳ぐ」「定
めず」「身をゆだねる」という意味もある
ようです。
　保険代理店の仕事は、人との繋がりが
発展して契約になったり、事故解決の中
にも様々な人間ドラマがあったりと、予測
できない遊びの要素が少なからずありま
す。特に私の立場になるとオンとオフの境
目も無くなっているため「芸仁遊」という
言葉がメッセージ性を帯びて心に入って
きたのかもしれません。
　保険という商品を通じて、お客様に喜
んでいただく仕事を芸ととらえ、その中に
喜びを見出していきたいものです。

株式会社サンネット

〒010-0918�秋田県秋田市泉南2-10-25
TEL.018-827-5695・FAX.018-867-8632
営業時間：9:00〜17:00
定休日：日曜・祝祭日（土曜不定休）

秋田オフィス
0120-141-929

〒014-0002�秋田県大仙市花館上町3-8
TEL.0187-63-4592・FAX.0187-63-3611
営業時間：8:30〜17:30
定休日：日曜・祝祭日・第2、第4土曜日

大曲オフィス
0120-63-4592

株式会社

サンネット

　昨年 12月、秋田市八橋に「パン焼き小屋」と
いうお店がオープンしました。当社ではご縁が
あって、火災保険のご契約を頂いているのですが、
こちらのパンが本当においしい！ 6坪ほどの売
り場には、ハード系のパンからリッチなパン、お
総菜パンまで 70種類ものパンがひしめき、一日
600個ほどのパンが飛ぶように売れています。
　美味しいパンを作るコツを聞くと、原材料にこ
だわり、じっくり熟成させ、真面目に作る事だと
の答え（笑）。「真面目に」という所が気になった
ので、もう少し詳しく聞いた所、イーストを少な
くして発酵に時間をかけたりしているとの事。手
間ひまをかける所が秋田の酒造りに共通するよう
な気がしました。店主の曽根さんは「来てよかっ
た！」と思ってもらえるお店づくりをめざしてお

り、たくさんのパンを選ぶときのわくわく感、香
ばしい匂い、ログハウスの様な空間も併せて楽し
んでもらいたいとおっしゃっていました。
　営業時間は 10：00 から 19：00 までとなっ
ていますが、日によっては 14：00 頃に売り切
れとなり閉店することもあるそうです。
　「パン焼き小屋」のパンをまだ食べた事のない
方は、ぜひ足を運んでみてください。
住所：秋田市八橋田五郎 1丁目 2-2
電話：018-896-0333（月曜定休日）

フォトギャラリー

サンネットのロゴは地球上の生命に
欠かせない太陽をモチーフに作られ
ています。

写真は沖縄スズメウリです。
緑色の可愛い実が、秋には赤く染まります。

　すでに報道等で耳にされているかと思いますが、損害保険大手各社は、事故をおこした契約の自動
車保険料を大幅に値上げすることで決定しました。自動車事故の増加によりお支払いする保険金が多
くなっているためで、各損害保険会社の今後の収支のバランスを図るため、全体的な見直しとなった
様です。（平成24年10月1日以降のご契約について改定を実施。）
　損保ジャパンでは、平成19年度より赤字が続いておりますが、21年度以降はマイナス300億円レベ
ルの赤字が常態化しています。もはや保険商品として成り立っていないのは明らかですが、保険を使
う事によって翌年以降の保険料に大きな影響が出るのは契約者にとっては痛い話です。
　新しい制度では、事故をおこした契約について事故後3年間は等級が下がるだけ
ではなく、割増した保険料が適用されます。よって、軽微な事故では保険を使用
せずに割引を維持した方が良いというケースも増えそうです。
　また、保険会社によっては廃止となる特約等もございますので、今年の10月
以降の満期ご継続の際は、ご案内の文書等をよくご確認ください。

自動車保険の等級制度が見直しへ

❶�所狭しと並ぶパンの数々。目
移りすること必至です。

❷�じっくり、真面目に、こだわり
抜いたパン。「おいしい！」には
理由があります。
　�ハード系のパンは、冷蔵庫に
入れておくことで、おいしく保
存する事ができるそうです。
❸�秋田市八橋のスーパー「ナイ
ス」の隣にあります。

秋田市八橋 パン焼き小屋 様　
❶ ❷

❸


