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　早いもので、今年もあと僅かとなりました。
この一年も皆様より多大なご支援を賜り、あり
がとうございました。保険の相談案件数の推移
が、私どもの仕事のバロメーターなのですが今
年は例年より大きく増加しており、忙しい中に
も大変に有難い一年を過ごすことが出来まし
た。また、お盆明けから着工していました新社
屋も完成いたしました、お近くまでお越しの際
はぜひお立ち寄りください。
　さて、弊社の秋田オフィスで5年前から営業さ
せていただいております、来店型保険ショップ
「保険クリニック」ですが、この度大曲オフィ
スでもオープンさせていただく運びとなりまし
た。簡単にサービス内容をご説明しますと、現
在ご加入頂いている保険の一覧表を作成し保障
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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

サンネット通信

の過不足を発見します。その際、公的保障（遺
族年金や健康保険）の再確認をすることで、不
要な保障が無いかチェックするものですが、多
くのお客様は保険の入りすぎに気づくことが出
来ます。不要な保障をカットできた際には、ご
自分の貯蓄や年金にその分を充当させることが
出来るという事で、ご好評をいただいておりま
す。ご自身の保険に不安を感じている方は、お
気軽にご連絡ください。
　来年もスタッフ一同、皆様の幸せに貢献でき
るよう頑張って参りますので、宜しくお願い致
します。
　新たな一年が、皆様にとって素敵なものであ
りますよう心よりお祈り申し上げます。

株式会社サンネット　代表取締役　加藤　俊　

　弊社もお蔭様をもちまして2013年には創業40周年を迎える事となります。これも偏えに
皆様の御厚情と御支援によるものと深く感謝申し上げます。今後も心新たに、尚一層の努力
を重ねご期待にお応えする所存でございます。
　また、この度新社屋も完成いたしましたので、併せて記念講演会及び謝恩会を企画致しま
した。講演会の講師には大腸がんの世界的な権威である工藤進英先生をお招きし、「大腸が
んでは死なせない」をテーマにご講演を頂きます。どなた様もご参加いただける会となって
おりますので、ご参加希望の方は、同封のお葉書にてお気軽にお申込みください。講演会の
み、またはパーティーのみのお申込みでもOKです。

　工藤進英先生は１９４７年大仙市刈和野生まれ。７３年新潟大学医学部を卒業後、同大外科で勤務
する。８５年に秋田赤十字病院外科に赴任し、同年に「幻のがん」と呼ばれていた陥凹（かんおう）
型大腸がんを発見。以後、膨大な症例の研究によってその存在を世界に認めさせた。
　２００１年昭和大学教授、昭和大学横浜市北部病院副院長・消化器センター長に就任。同センター
では科目の枠組みを撤廃し、最新の設備・技術による消化器診療を確立している。世界各国から集ま
る後進の指導に尽力するとともに、通算１５０回を越える海外講演を行っている。
　大腸内視鏡検査の症例を約１０万例こなしており、平均わずか５分で検査を終えてしまうことか
ら、「内視鏡ゴッドハンド」として世界的な名声を誇っている。
　「大腸がんでは死なせない」「大腸がんこれだけ知れば怖くない」 など、著書多数。

■経歴■
　昭和48年 新潟大学 医学部卒
　昭和48年 新潟大学 外科　
　昭和60年 秋田赤十字病院 外科部長
　平成４年 秋田赤十字病院 胃腸センター長
　平成12年 昭和大学医学部 教授
 横浜市北部病院消化器センター長
 ※ 米国消化器内視鏡学会 国際会員
 ※ 米国消化器病学会 国際会員

大腸がんの権威　
昭和大学医学部教授

工 藤 進 英 先生

Lecturer  Profile

株式会社サンネット
40周年記念謝恩会及び新社屋竣工記念講演会

イ ベ ン ト 案 内

日にち：平成25年１月27日（日）

会　場：グランドパレス川端　秋田県大仙市大曲浜町7-39　電話0187（62）0354
※�その他、お問い合わせがありましたら、0187-86-0025までお電話ください。

　年末年始、雪道での事故が多くなっており
ます。そこで今回は事故にあわれた場合のご
注意点をご案内いたします。

①負傷者の救護、路上の危険防止
②警察への連絡
③�事故状況と相手方の確認（名前、住所、電
話番号、車のナンバー）
④保険会社への連絡
　その後は、お互いが保険会社に報告した事
故状況をもとに過失の話し合いを進めますの

で、くれぐれも、事故現場で補償の約束や示
談をしない様にしてください。
事故の連絡先は
サンネット　0120-63-4592

夜間、休日の連絡先は
損害保険ジャパン	 0120-256-110
エース損害保険	 0120-011-313
セコム損害保険	 0120-210-545

　安全運転で有意義な年末年始をお過ご
し下さい。  

トピックスもしも事故にあわれたら・・・

創業40周年謝恩パーティー記　念　講　演
◦時　間：午後３時〜４時30分
◦講　演：『大腸がんでは死なせない』
　　　　　内視鏡ゴットハンドからのメッセージ
◦会　費：無料

◦時　間：午後５時〜７時
◦会　費：5,000円

大曲支店

料金別納
郵便

ゆうメール



　１年間の疲れも出てくる時期ですが、皆様いか
がお過ごしでしょうか？
　私は、掃除グッズが大好きで、ＴＶショッピン
グやネットなどで、良いと思った商品はすぐに買っ
てしまいます。今あるグッズは、高圧洗浄機・高
圧スチーマー・排気を出さない掃除機・イオン洗
浄機・くるくるモップ・水洗剤・消臭剤　等々。「楽
しく簡単に」がモットーで、気が付くと掃除がし
たくなるという環境になっています。決して高い
グッズが良いという訳ではなく、安くても優れた
商品があったり、色々使ってみて初めて分かるこ
ともありました。今までの固定観念が覆される
毎日。本当に楽しいです☆
　使用頻度が少なくあまり必要なかったのは、
高圧スチーマーです。当初は、台所や床や畳など
に使っていたのですが、だんだん出番が減ってき

ました。なぜなら水洗剤というＰＨが高い水を使
うようになったら、油汚れなどを取るのに苦労し
なくても、簡単に綺麗になってしまうのです！高
圧スチーマーよりも汚れが取れる水洗剤がある
なんて、目から鱗でした。
　地球環境に優しくて自分の肌に優しい洗剤で
汚れが落ちると嬉しいですよね。その様な洗剤
に巡り合えたり、気づかなかった汚れが取れると、
もうお掃除の虜です！
　お掃除は自分の心と向き合っている状態です。
特に水回りは自分の心の鏡だと思います。綺麗
になっていくと心もクリアーになり、
日々の物事にも前向きに向かえる気が
します。先日は思い切って断捨離をし
たところ、シンプルで生活しやすい
空間になりました。
　　　　　�秋田泉店店長　白山　裕子

四方山（よもやま）話
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■加藤　俊
株式会社サンネット
代表取締役
　数年前から首こり、肩こり、腰
痛などが時々発生し、対策に悩ま
されていましたが、ある方から
「足湯」を薦められて実行したと
ころ、劇的な効果がありました。
私の場合、入浴の際42〜43度の
お湯にひざ下を30分程度入れてお
くのですが、結構な量の汗が噴き
出ます。血行の促進と老廃物の排
出がなされるのでしょう、体調が
非常に良くなりました。これから
の季節、冷え症にも効果がありま
すよ。ぜひ試してみてください！

　弊社の設立は1974年5月1日です
が、創業者である加藤好三が個人事業
主として保険をスタートしたのは1973
年になります。来年は2013年という事
で創業40年を迎える事となりました。
当初は自動車保険の普及をもって世の
中に貢献するという理念で、文字通り
25年もの間、自動車保険一本で事業
展開して参りました。私が子供のころ、
創業者である父が休日、夜間の別なく
交通事故の相談にのっている姿を思い
出します。
　1996年橋本内閣が推進した金融
ビッグバンを機に、損保代理店も生命
保険の取り扱いを始めます。私もこの
頃、横浜トヨペットでの修行を終え秋
田で保険業務に携わるようになりまし

た。親子二代で40年間、多くの皆様と
ご縁を持つことができ、現在では法人
271社、個人世帯1527軒のお客様にご
支援を頂き、今のような総合保険代理
店に成長することが出来ました。本当
にありがとうございます。
　この度創業40年と新社屋の竣工
が重なった事もあり、1月27日に記念
講演と謝恩パーティを企画いたしまし
た。記念講演会には、NHK「プロフェッ
ショナル仕事の流儀」にも出演された
大腸がんの世界的な権威である、工藤
進英先生にお越しいただきます。ご自
身の生命に関わる大切なお話を聞くこ
とが出来ると思いますので、謝恩パー
ティも併せてお気軽にお申し込みくだ
さい。

「40年の重さ」

〒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：保険クリニック秋田泉店
0120-141-929

〒014-0002 秋田県大仙市花館上町3-7
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：保険クリニック大曲店
0120-63-4592
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欠かせない太陽をモチーフに作られ
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　新社屋着工、引っ越し、保険クリニックオープン、住宅ロー
ン取り扱い、記念講演会と謝恩パーティの企画…。入社以来経
験した事のない忙しさに「てんてこ舞」でしたが、スタッフ一
同楽しく取り組んで来ました。皆様にとって新しい１年が素
敵なものであります様、お祈り申し上げます。 （総務：佐藤）

編集後記
保険クリニックホームページ

http://www.hoken-clinic.com
耳寄り情報が満載 !!
ホームページもご覧下さい !!

〒010-0918秋田県秋田市泉南2-10-25
TEL.018-827-5695・FAX.018-867-8632

保険クリニック 秋田泉店
0120-141-929

〒014-0002 秋田県大仙市花館上町3-7
TEL.0187-63-4592・FAX.0187-63-3611

保険クリニック 大曲店
0120-935-972

保険クリニック特集
保険クリニック大曲店オープン記念

　この度、県南の独立店舗では初めての来店型保険ショップをOPENいたします。お客様の生命保険
についての不安や疑問をじっくりと相談できるお店です。
　複数の保険会社を取り扱っているので、どこの保険会社にも偏らない中立的な立場で皆様のご相
談をお受けいたします。就職、結婚、出産、子どもの独立や定年退職など、人生の節目に寄り添え
る・・・そんなお手伝いが出来たらと考えております。
　保険は、マイホームの次に高い買い物と言われておりますが、その中身は意外と知られていません。
　お客様の保険の“ホームドクター”として「不安」や「疑問」を『安心』『納得』へ変える一助を担うこ
とができれば幸いです。 大曲店店長　加藤　亮　

社長のコラム

保険クリニックフタッフの

　人生の一大イベントである家づくり…長期
間住宅ローンの返済をする事に不安はありま
せんか？将来的にインフレになれば、当然
ローンの金利も上がる可能性がありますね。
そこで今回の話題の商品は返済が終わるまで
金利が変わらない、ハウス・デポ【フラット
35】です。今月より弊社でとりつぎできる様
になりました。ぜひお気軽にお問い合わせく
ださい。

話題の商品
【フラット35】
（平成24年12月実行金利）

【つなぎローン】
（平成24年12月実行金利）

1.53％
お借入期間15-20年まで

1.81％
お借入期間21年以上

3.475％

※平成24年12月ご融資実行、お借入金額
2,500万円、お借入期間35年、元利均等返
済、繰上返済無し、貸付手数料2.1％、団信
別の場合、実質年率は1.945％となります。

※平成24年12月ご融資実
行、お借入金額1,000万円、
お借入期間150日、期日一
括返却の場合、実質年率は
6.538％となります。

最新金利


