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　私が保険業界に入った20年前、お客様に「何
歳まで仕事をしますか？」と質問すると「60歳
の定年までだな」といった答えがほとんどでし
た。今同じ質問をすると「65歳で定年になって
も年金じゃ生活できないから75歳くらいまで働
かなくちゃいけないかな」という答えが意外に
多く返ってきます。
　国の年金があてにならない今、明らかに仕事
は「生涯現役」に近づいてきているのでしょ
う。ここで興味深い話があります。ねずみに餌
を与えるとき、いつでも食べられる様に皿に入
れた状態と、レバーを押すと餌が出てくる状態
を作ります。得られる餌は同じですが、ねずみ

はどちらを選ぶでしょうか。実はレバー押しを
選ぶ確率が高くなるのです。これはコントラフ
リーローディング効果という現象で、動物に
とって労力を通じて得た餌の価値の方が高いと
いう事が証明されています。
　定年後、年金生活で社会との接点がなくなり
ストレスを抱えたりうつ病を発症したりする
「定年症候群」が話題になりますが、わずかで
も社会との接点をもって稼いだお金と比べる
と、得られるお金には、充実感や幸福感がつい
てくるのかもしれません。そう考えると生涯現役
も悪いものではないと感じています。

株式会社サンネット　代表取締役　加藤　俊

秋田市泉南2-10-20 ルーチェ２Ｆ　TEL.018-827-5695
営業時間：9:00〜17:00　定休日：日曜・祝祭日（土曜不定休）

秋田店　 0120-141-929

秋田県大仙市花館上町3-7　TEL.0187-63-4592
営業時間：8:30〜17:30　定休日：日曜・祝祭日・第2、第4土曜日

大曲店　 0120-634-592
株式会社サンネット
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。
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　1970年大阪万博の年に
横手市で生まれる。大曲
中〜大曲高〜亜細亜大学
を卒業し、横浜トヨペット
に入社。３年間の営業経験
を積んで帰秋し保険の仕
事に就く。趣味は空手で、
３人の子供達と一緒に（高
3、中3、中2）時折道場で
汗を流す。

　４月９日の事でした。いつも通り朝５時
に起床し、ウォーキングに行こうと外に
出ると、うっすらとした朝焼けの中に、
まだはっきりと黄金色に光るお月様が見
えました。なぜかその瞬間「あ、やっぱ
りこの星は奇跡の星だ！」と思いそれか
らというもの、日々の出来事に感謝する
気持ちが湧き、肯定的な気持ちで過ごせ
ています。
　その話を、朝一番でお会いした開業医
の奥様にしたところ「日の出の30分は
凄く良いエネルギーが満ちているらしい
から、パワーアップしたかもね」と言わ
れました。思い起こせば昨年９月からほ
ぼ毎日歩いているのですが、７ヶ月の充

電でちょっと前向きで素直な性格に改善
されたかもしれません（笑）おまけに
体重は３キロ減り、ウエストも4センチ
減、コレステロール値も経過観察から、
平常値に改善となりました。
　思い起こすと、小学生のときは「中
学に行ったら良い事があるだろう」、
中 学 で は 「 高 校 に 行 っ た ら 良 い 事
が・・・」、高校では「大学に行った
ら・・・」といった具合で現状に感謝し
て満足するという事ができない性格でし
た。45歳になった今、不足よりも充足
されている物事に目を向けられる様にな
り、ようやく少しだけ進歩できたのかな
と思っています。
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　秋田店のねこ店長「みる」。
たくさんの方に愛していただきおかげさまで
間もなく２歳を迎えます。みるが店長に就任
してからというもの、抱っこをして書類を
ご記入される方や、気分転換にねこ店長と 
たわむれる方、ご自身のペットを連れて遊びに 
いらしてくださる方など店内もにぎやかになり、
嬉しく想っております。ねこ店長は元気？と、
お問い合わせをいただく機会も増えて参り 
ましたので、１年ぶりに店長についてご紹介
させていただきます。
　そっと皆様に寄り添い幸せを運ぶため、 
たくさんの人を温かく癒すにはどうしたら 
良いか・・を日々模索中のやんちゃな男の子。
顔つきも大人びてねこ店長に相応しい存在へと、
皆様に育てていただいております。人見知り
のねこ店長が、少しずつ自分からお客様へ近

づこうと歩み寄る姿
は、人と人とが出逢
い様々な過程を経て
色々な関係性が生まれ、
繋がっていく様子さえ
連想させます。お客様
との ご 縁 を 大 切 に、
寄り添いながら共に
歩んで行けたらと思っております。
　成長したねこ店長にぜひ逢いにいらしてくだ
さい。

☆�アレルギーをお持ちの方や動物が苦手な方へ☆
　ご予約の際、猫が苦手なことを遠慮せずに
お話しください。皆様のお越しを心よりお待
ちしております♪

秋田店　白山　裕子

　「ツイてる」「感謝します」「ありがとうございます」
最近社内で頻繁に聞かれるキーワードです。
今回ご紹介する本は、『ツキを呼ぶ魔法のことば』と
いう小冊子。五日市剛さんの学生時代のイスラエル旅
行の体験などを語った講演録ですが、なんと口コミだ
けで120万部の大ベストセラーになった本なのです。
イスラエル旅行中に、とあるおばあさんと出会う五日市
さん。そこで魔法の言葉を教わったことから話は始ま
ります。
嫌なことがあったら「ありがとうございます」
良いことがあったら「感謝します」
そして「ツイてる」「運が強い」と毎日口に出す五日市

さんに起こる奇跡の数々。
「信じられないようなシンプル
なことから人生は変わる」とい
う具体例をカンタンに知ること
が出来るでしょう。
今回、こちらの本を欲しいとご
連絡いただいた方先着10名様
にプレゼントします。電話や
フェイスブックでご連絡ください。
きっとツイてる毎日が訪れること
でしょう。
これからもサンネットは皆様
の暮らしと将来に役立つ情報提供、サポートを全力で
行って参ります。

専務取締役　加藤　亮

四方山（よもやま）話
保険クリニックスタッフの

ねこ店長のその後

　春を迎え、最近お客様から色々なことに挑戦し始めた
というお話を伺います。ダイエット、テニス、資格取得
のための勉強、ピアノやお花などの習い事など。そんな

お話を聞いている時が一番楽しいひとときでもあります。
ぜひ 皆様のチャレンジを聞かせてください。 

　秋田店　白山 恭子

編集
後記

E-mail：info@sunnet-i.co.jp
ホームページ：http://www.sunnet-i.co.jp で検索！で情報発信中！ 秋田　サンネット

いいね！

SUNNET-BOOKS

五日市　剛さん
講演筆録

『ツキを呼ぶ魔法の言葉』

− SINCE 1976 −
あなたの未来を安心設計
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　湯沢市にある仏壇・墓石を取扱う会社です。創業
者である佐藤社長が30年に渡りコツコツと地域の
信頼を重ね、県内を中心に幅広く納品しています。
社名は仏教の教義「法輪」が由来で、末広がりに良
い事があるという意味に宝（大切な物）の輪を繋ご
うという思いから付けられました。
　今、佐藤社長が築いた宝の輪をより強く大きくす
るために営業の柴田さんが一生懸命頑張っていま
す。柴田さんは秋田で暮らし地域に貢献したいとい
う思いからＡターンで戻って来られました。少子高
齢化社会におけるニーズはなにか、この仕事を通し
て地域に何ができるかを常に考え工夫しながら活動
しています。「子や孫へどのような思いを遺すの
か、仏壇・墓石を通して目には見えない家族への

想いを形にしたいです。入社して2年目。まだまだ
勉強中ですが、まずは陸上で鍛えた足腰で走り回
りますので、秋田の皆様、よろしくお願い致しま
すっ！！」
　地域の輪（和）を大切にする宝輪様のご紹介でした。

営業：柴田晋吾さん社長：佐藤政嘉さん

お 客 様 紹 介

ねこ店長のいるアットホームなお店です。
３月に新築ビルの２階へ装いを新たに、スタッフ一同
温かく皆様をお迎えいたします。
生命保険同様、お客様とは長いお付き合いをさせて
いただきたいと思っております。
どんなお悩みでもご相談ください。

とにかく賑やかな声が常に溢れる明るい店舗
です。当社を４０年以上支えて頂いた県南地域
に恩返しできるよう日々精進します！
生保、損保、資産運用、家計チェック！
相続、事業承継対策にも力を入れています。
ご来店、ご訪問などご希望に合わせます。

・加　藤　　　俊（社長）
 日課といえば・・ 早朝のウォーキングに、おやつは煮干！（笑）
健康志向で生きています。
・白　山　裕　子（店長）

 旅行にカメラにライブなど。楽しいことが大好き！どこまでも
パワフルに飛び回ります。
・白　山　恭　子

秋田のaikoを目指してどこでも歌います！生粋のピアノっ子が
今年はギターに挑戦中。

・みる（ねこ店長）
 最近のマイブームは社長のおやつを奪うこと！今年もたくさん 
いたずらするにゃんっ。

秋　田　店

大　仙　店

保険クリニック秋田泉店

保険クリニック大仙店

秋田県初の来店型保険ショップとしてオープンし
てから10年。より快適な空間でご相談いただ
ければと想い、３/20より新店舗での営業を開始
いたしました。
むずかしい保 険の話を、時に雑 談を交え、 
くつろぎながら、お話させていただければと思い
ます。
新店舗はビルの２階となり、見晴らしも最高です！
空を見ながら、爽快な気持ちで未来について 
一緒に考えてみませんか？

湯沢市

有限会社 宝輪 様

❶ ❸

❷

❶ 緑がいっぱいの応接スペース。リラックスできる空間となっ
ております。

❷ 明るい光が差し込む接客ブース。暖かい陽の光を浴びながら 
未来設計はいかがですか？

❸キッズスペース完備！お子様連れでのご相談も承ります。

加藤

加藤

伊藤

佐藤 中邑 小松 石川

・加　藤　　　亮（専務）… 今年は田沢湖マラソンにチャレンジ！（伊藤に無理やり走らされる・・・いや違
う、走りたいんだ！）

・伊　藤　直　樹（店長）… 山登り、ＢＢＱ、マラソン、自転車、キャンプ、畑、全部満喫するぞ！
・佐　藤　和　香…………春はタケノコの季節！生保内まで採りに行きまーす！
・中　邑　真希子…………今年はお花見とライブに沢山行きたいなぁ。リフレッシュ＆エンジョイ！
・小　松　登志子…………野球シーズン到来！楽天、甲子園、部活、一杯応援するぞ！
・石　川　めぐみ………… 食べる事が大好きです！月２回のランチを楽しみに頑張っています！

株式会社サンネット ス タ ッ フ 紹 介保険クリニック秋田泉店
（サンネット秋田店）

リニューアルオープン！
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＜お問合せ先＞
住所：〒012-0105　湯沢市川連町字大舘疣橋72-6
電話：0183-42-2298

取材：大仙店　伊藤 直樹

新
住
所
秋田市泉南２−10−20　ルーチェ２Ｆ
フリーダイヤル：0120−141−929

　以前の店舗駐車場からグランマート方向に
２軒移動しました。店舗前が駐車場になって
おります。


