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冷え対策は足元から
長い夏が終わり、秋がやってきました。日中は暖かい日があるものの、朝晩は
やはり涼しくなってきます。

JR 総武線市川駅に駅直結の複

体が温度差で負担を感じると、だるくなったり頭痛がしたりと辛くなることも。

合施設「アイ・リンクタウン」があ
ります。市立図書 館や福祉 施設、
行政サービス、住宅などもありま
そんななか、今回訪れたのは地
上 150 メートル、ビル 45 階に位
置する展望施設。なんと！無料で開放されており、そこから

座ってできること：足
 の指をグー・パーと動かす。パーの時はなるべく指を開く
と効果的。
立ってできること：足
 を肩幅に開いてかかとの上げ下げをする。フラつく場合
はどこかに手をついてやってもいいですね。

るとのこと。実は近くに住みながらも今回初めて展望施設
を訪れたわたし。もっと早くから行っておけばよかった、と
思えるほど素敵でした。
お近くにいらした際にはぜひお立ち寄りすることをおすす

実際に温める

めします。ちなみに、喫茶スペースもありますよ♪
場所：JR 市川駅南口直結
展 望 施 設 HP：http://www.city.ichikawa.lg.jp/
eco04/1111000055.html

SNS 用にプラカードも
用意！

四 字 熟 語 ＋ 算 数 で 脳 の 活 性 化！
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人

色

差

別

と難しかった、なんてお声がありましたよ。市川市Ｎさん、さいたま市Ｉさん、浦安市Ｗさん、しっか
り貯めてくださいね♪おめでとうございます。
さて今回は、お勉強の秋！

国語と算数にチャレンジです。

1 日でもはやく平穏な生活に戻られますよう、社員一同お祈りいたしております。

たもつ

ま も

「保」こと、それは 守りあうこと。
うぶ ぎ

「保」という字は、生まれたての子どもに産着を着せて抱くかたちからきました。
転じて、守る、助け合うの意がそこにはこめられています。
わたしどもみぞぐち商会は、お客さまとの信頼関係のなかで、
守り、守られ、つながっていくことを信条としています。

お 役 立 ち

強い味方！

ださい。空いているマスに全て数字が入るとは限りませんよ～。
そしてプレゼントは秋の味覚。クイズで脳を活性化させた後は栄養
補給です♪

何が届くかはお楽しみに☆

こたえ
毎回、このように抽選
を行っています

締 切：2019 年 11 月 15 日 当選者数：3 名
応募先：info@mizoguchi-shokai.co.jp または弊社社員まで、クイズの答え、希望日、氏名、住所（プレゼント送付先）、電
話番号を記載のうえ送信ください。厳選なる抽選の上、発送をもって当選のお知らせとします（発送は 11 月半ばを予定）。

「保険相談会」のお知らせ

保険のご相談・ご用命、紙面へのご意見・お問い合わせは
コチラ
047-325-8111 info@mizoguchi-shokai.co.jp
▲
▲
▲

ニュースレター

〜ひとりひとりに寄り添った〜
無料診断実施中
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自動車・火災・生命保険
すべて扱う当社ならでは！
万が一のときも
お電話１本一括管理
土日相談好評受付中
電話：047-325-8111

診断無料・要予約・１時間程度
HP からも予約できます

（無料個別相談希望と

制作 （有）ラスコー

９月に入ってからの超大型台風２件。みなさまご無事でしたでしょうか。保険代理店という業務上、多くのお客様の被害報告をお受けし
ています。状況をお伺いすると、とても心が痛むとともに、自然の脅威というものを身に染みて感じます。
「保険」という形ではありますが、
被害に遭われた方々へ少しでもお役に立てることができれば、と日々業務を行っております。どうか、みなさまの生活が一日でも早く安
心できる日常に戻りますように。

保 険 情 報

車にドラレコついてますか？

文字が消されている四文字熟語を完成させて、埋めたところの「数字」を全部足した数をお答えく

編集人 森 紋子

寒

前回の答え：入口→Ａ、出口→Ｃ、こぶた７匹、たぬき７匹、きつね７匹、ねこ６匹でした。意外

号

このたびの台風等による被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

発行人 溝口文穂

金

2019
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電話 〇四七（三二五）八一一一

外から温める：湯
 船に入って温まることができない時は、足湯でもＯＫ。大き
めの洗面器にお湯を入れて１５分程度つかると全身が温まりま
すよ。また、レッグウォーマーなどを履くのもお勧めです。
中から温める：温
 かいものを食べる。これが基本。でも、
血流を良くしてくれるものはもっと効果的。
根菜や寒い地域で収穫される野菜、肉（特
にササミがお勧め）が保温効果を高めてく
れます。また優秀野菜として知名度の高い
生姜。加熱することで一層温め効果が高ま
りますよ。
体調管理をしっかりして、みなさんの「〇〇の秋」を楽しん
でくださいね。

平成三一年十月二五日発行 株式会社みぞぐち商会

の夜景は「夜景 100 選」
「日本夜景遺産」に登録されてい

14

号

ウォーキングなどの有酸素運動はもちろん有効ですが、なかなかできないこと
もあります。
毎日気づいた時にできること、やってみましょう。

第

普段から簡単な運動をしてみる

す。

プレゼント付き！

冷えを防いで、みなさんそれぞれの「〇〇の秋」を満喫しましょう♪

秋

みぞぐち商会ニュースレター

14

アイ・
リンクタウン

件名に入れてください）

くわしくは
中面で！

作：くりきあきこ

http://www.mizoguchi-shokai.co.jp/

もりあやこの

あなたを守る、強い味方

この人に会いたい！

愛車にドラレコ、
ついてますか！？

「あけぼのグループ」理事長 生田邦彦さん

モットーは「強く・やさしく・美しく」

千葉県市川市と船橋市で保育園を運営されている「あけぼのグループ」理事長、
生田邦彦さんにお話を伺ってきました。
あけぼの保育園は、軍人だった生田さんの義父・

常磐高速道路で起きたあおり運転や走行妨害などの危険運転・迷惑運転が増加する中で
ドライブレコーダー（ドラレコ）への関心が急速に高まっています。
あなたのお車に、ドラレコついてますか？

ドラレコ映像は事故時の
重要な証拠に

つまり自動車保険に特約をセットしてド

あおり運転などの
証拠・抑止力になる

どんなに安全運転していても、追突や

接触など、事故に巻き込まれることはど

ですが、いつ自分が被害者になるともか

なたにも起きるうることです。ドラレコ

ぎりません。高速道路上で車を停めさせ

が普及する以前は、運転者や事故当事者

られて殴られた……などといった痛まし

がそれぞれ警察の事情聴取を受け、実況

い事件も連日報道されていましたが、そ

見分や目撃者の証言などもふまえて事故

のような時にもドラレコがあれば状況を

原因を確認していました。しかしそれら

しっかり録画してくれます。また、音声

はそれぞれの記憶や思い込み、あるいは

も録音されるので、相手が恫喝してきて

過失を隠そうとするうその証言も含まれ

もしっかり証拠が残り、その後逮捕に至

ていたケースもあったでしょう。場合に

るということも、ドラレコを搭載してい

よってはやってもいないことをやったと

たからこその賜物でしょう。

言われ、不利な立場に追い込まれかねま

せんでした。

ドラレコ型自動車保険が登場！

しかし、カメラによる録画映像があれ

ば、例えば相手が飛び出してきたにも関

いま、たいていの方がドラレコを導入

わらずそれを否定していたとしても、映

像をみればすぐにその証言は間違いであ

ると判断がつきます。

このように、事故の際に自分が不利に

ラレコをレンタルする仕組みです（保険

最近、巷を賑わせている「あおり運転」

する場合、自ら購入して設置されている

と思われますが、そのほかに保険会社が

「ドラレコ型自動車保険」の取扱いを始め

ならないために証拠映像を残すことがド

たのをご存じでしょうか。自分で買う場

会社によって特約名称は異なります）
。

これが「ドラレコ型自動車保険」です。

手間いらずでスピーティに
事故対応

取付
自費購入
ドラレコ型
自動車保険

事故発生時
コスト

自分で行う
or
業者

１万円～

自分で行う

契約期間中
月 800 円前後

契約者が連絡

映像音声の転送
契約者が送付

「時代は変わったものの、子どもたちの生活や
将来に一役を担いたいという思いだけは変わらず、
義父から引き継ぎ今に到っています」
（生田さん）
。

市川市と船橋市にあわせて４つの園を運営
されているんですね。
はい。市川市に「行徳あけぼの保育園」
、船橋

では SI あそびを通じた教育プログラムを実施して

自動送信

教室は無料なので、気兼ねなく自由にみんなが体

います。

験することができます。

SI あそびとは？

無料で体験できるんですか！？

アメリカ・カリフォルニア大学で開発されたもので
すが、いってみれば知識の教育ではなく、知能つ

そうです。みんな好きなこと、得意なこと、苦手

まり子どもの自発性に重きを置いた教育といえます。

なこと、すべて違います。ですからそれぞれが自分

「ドラレコ型自動車保険」の場合、事

上げました。そのような背景もあり、この園では延

どもたちと接することを徹底しています。

勇気を育てる、そんな保育を心がけています。

自動で事故受付センターに連絡される

た保護者の方の働き方や家庭事情に応じ柔軟に対

英語教室や体操教室、書道教室などもある
んですね！

保育というお仕事の充実感はどんなところに？

ている機種もあり、自分で保険会社に連

おこなっています。

故が起きてドラレコが衝撃を検知すると

ようになっています。通話機能が備わっ
絡しなくても事故対応スタッフによるサ

ポートを素早く受けられることができま
す。

長保育や産休明け保育だけでなく、一時保育といっ
応しています。また、船橋市では初の病後児保育も

あけぼのグループの保育園は行事が充実し
ているという評判を聞きます。
日常では読み聞かせや公園・園庭などでの運動

事故の状況を記録したドラレコの情報

は自動的に保険会社に通知されます。ド

ラレコ搭載車の特徴ですが、事故時の映

像はもちろん位置情報や時間なども保存

されます。ドラレコに記録された情報は、

一歩町に出ると、卒園児にたくさん会います。入
園した頃は毎日泣き続けていたあの子が、今は立

から、朝起きて子どもたちが「保育園に行きたい！」

派に活躍している。小さいときのかわいい秘密を大

と思ってくれるように、一般的な保育だけでなく、た

切に心に持ちながら卒園児の成長を感じることが

くさんの経験、いろいろな挑戦のできる場所を目指

できるのは、長い間続けてこれたこと、たくさんの

しています。

子どもと触れ合えたことの特権だと思っています。

をおこなっていますが、とくに古来からの伝統行事

そのためには、まず職員にとって保育園が楽しい

には力を入れています。伝統行事にはひとつひとつ

と思えるかどうかが大切です。英語教育や体操教

意味があり、うすれつつある生活感をそうしたとこ

室、鼓笛隊などは職員に負担をかけないよう、ネイ

ろから記憶に刻んでもらいたいという思いがあります。

ティブの先生や外部の専門家をお呼びして、より楽

また、若い保護者の方にも知っていただいて親子の

しくより本格的に教えてもらうようにしています。

間でも末永く続けていただきたいと考えています。

いろいろなチャレンジを通して、自主性を重んじ

保育園は楽しい場所でないといけません。です

あけぼのグループ
http://www.akebonogroup.jp/
行徳あけぼの保育園、中山あけぼの保育園、
弥生保育園、さくら保育園

年中・年長さんでは週に１回ですがそれぞれの

事実と異なる証言などに惑わされること
危険運転や高齢者運転の事故が多い

あったとしてもアクシデントは起きます。

エアバッグやシートベルト同様、ドラレ

コは身を守る安全装備のひとつになるで

しょう。万が一の事故に備
えて「ドラレコ型自動車保

運転診断
不可

険」を検討してみてはいか
がでしょうか。

From
もりあやこ

わたし自身もわたしの息子も園は違えど保育園にお世話になり、たくさんの人たちに見守られて育ちました。このころの記
憶って、だんだんと薄れてしまいがちですが、きっと人間形成にはとても重要な時期だと思います、ですからとくに親を離
れて 1 日を過ごす幼児たちにどんな時間を過ごしてもらうかは想像以上のご苦労があると思います。生田さんの、希望を語
るときの目は熱く、力強く、また、子どもたちや園のことを語る目はとても優しかったのが印象的でした。

保 険 の ご 用 命 は 、わ た し た ち に お 気 軽 に

こんにちは

みぞぐち商会です

みぞぐち商会は間もなく40 年を迎えます。
それを記念して、会社案内を一新すること
にしました。
会社案内のデザインは、以前「この人に会
いたい」で紹介した鄭先生がいらっしゃる筑
波大附属聴覚特別支援学校の生徒さん。普段

自動対応

保護者の働き方や家庭事情に応じ柔軟に対応す
るあけぼのグループの保育園

せるような強い心を育てたいと思っています。

その他
事故対応

心、自分で考えて努力する自立心はしっかり身につ
けてもらいたいのではないでしょうか。そこで当園

とが効果的で、教えるよりも考えさせることを軸に子

はドラレコ本体を保険会社が加入者に貸

入手と取付

8,000 人以上の園児をおくり出してきました。

ら保育園で、待機児童問題を解消するために起ち

うことで、お互いが納得のいく結果が得ら

与するという形で取り付けるものです。

もたちには人間性に富んだ健康な心身、思いやりの

それから約半世紀にわたり、グループ４つの園で

で何かを見出して、挑戦できるような、一歩踏み出

昨今、いくらご自身が優良ドライバーで

れます。

げたそうです。

これはどたなも同じかと思いますが、やはり子ど

知能の教育には環境からの刺激が欠かすことがで

ます。

これに対して、
「ドラレコ型自動車保険」

けで過ごしている悲惨な現状を見かねて、立ち上

きません。またそのためには早い時期からであるこ

因などもそれで判断できるかもしれませ

ん。映像という客観的で公正な証拠とい

け、貧しさのなかで両親が働きに出て子どもたちだ

モットーは
「強く
・やさしく
・美しく」ですが、
その心は？

市には「中山あけぼの保育園」
「弥生保育園」
「さく

のない客観的な証拠となります。

のなら 1 万円弱から購入することができ

生田乃木次氏がはじめた施設で、日本が戦争に負

ら保育園」があります。もっともあたらしいのはさく

合、オート用品店やネット通販で安いも

ラレコの役割になります。また、事故の原

第13回

可能

の授業をこなしつつ、作成してくれています。
完成が楽しみです♪

ニューフェイス登場

鷹栖あおい（Aoi Takanosu）
10 月から仲間入りしました。特技はペン習字、
趣味は食べ歩き・飲み歩き・お寺巡り・カラオケ
です。夢は世界中を旅すること。みなさまのお役
に立てるように頑張ります。
よろしくお願いします！

もりあやこの

あなたを守る、強い味方

この人に会いたい！

愛車にドラレコ、
ついてますか！？

「あけぼのグループ」理事長 生田邦彦さん

モットーは「強く・やさしく・美しく」

千葉県市川市と船橋市で保育園を運営されている「あけぼのグループ」理事長、
生田邦彦さんにお話を伺ってきました。
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あなたのお車に、ドラレコついてますか？
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重要な証拠に
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なたにも起きるうることです。ドラレコ
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られて殴られた……などといった痛まし

がそれぞれ警察の事情聴取を受け、実況

い事件も連日報道されていましたが、そ

見分や目撃者の証言などもふまえて事故

のような時にもドラレコがあれば状況を

原因を確認していました。しかしそれら

しっかり録画してくれます。また、音声

はそれぞれの記憶や思い込み、あるいは

も録音されるので、相手が恫喝してきて

過失を隠そうとするうその証言も含まれ

もしっかり証拠が残り、その後逮捕に至

ていたケースもあったでしょう。場合に

るということも、ドラレコを搭載してい

よってはやってもいないことをやったと

たからこその賜物でしょう。

言われ、不利な立場に追い込まれかねま

せんでした。

ドラレコ型自動車保険が登場！

しかし、カメラによる録画映像があれ

ば、例えば相手が飛び出してきたにも関

いま、たいていの方がドラレコを導入

わらずそれを否定していたとしても、映

像をみればすぐにその証言は間違いであ

ると判断がつきます。

このように、事故の際に自分が不利に

ラレコをレンタルする仕組みです（保険

最近、巷を賑わせている「あおり運転」

する場合、自ら購入して設置されている

と思われますが、そのほかに保険会社が

「ドラレコ型自動車保険」の取扱いを始め

ならないために証拠映像を残すことがド

たのをご存じでしょうか。自分で買う場

会社によって特約名称は異なります）
。

これが「ドラレコ型自動車保険」です。

手間いらずでスピーティに
事故対応

取付
自費購入
ドラレコ型
自動車保険

事故発生時
コスト

自分で行う
or
業者

１万円～

自分で行う

契約期間中
月 800 円前後

契約者が連絡

映像音声の転送
契約者が送付

「時代は変わったものの、子どもたちの生活や
将来に一役を担いたいという思いだけは変わらず、
義父から引き継ぎ今に到っています」
（生田さん）
。

市川市と船橋市にあわせて４つの園を運営
されているんですね。
はい。市川市に「行徳あけぼの保育園」
、船橋

では SI あそびを通じた教育プログラムを実施して

自動送信

教室は無料なので、気兼ねなく自由にみんなが体

います。

験することができます。

SI あそびとは？

無料で体験できるんですか！？

アメリカ・カリフォルニア大学で開発されたもので
すが、いってみれば知識の教育ではなく、知能つ

そうです。みんな好きなこと、得意なこと、苦手

まり子どもの自発性に重きを置いた教育といえます。

なこと、すべて違います。ですからそれぞれが自分

「ドラレコ型自動車保険」の場合、事

上げました。そのような背景もあり、この園では延

どもたちと接することを徹底しています。

勇気を育てる、そんな保育を心がけています。

自動で事故受付センターに連絡される

た保護者の方の働き方や家庭事情に応じ柔軟に対

英語教室や体操教室、書道教室などもある
んですね！

保育というお仕事の充実感はどんなところに？

ている機種もあり、自分で保険会社に連

おこなっています。

故が起きてドラレコが衝撃を検知すると

ようになっています。通話機能が備わっ
絡しなくても事故対応スタッフによるサ

ポートを素早く受けられることができま
す。

長保育や産休明け保育だけでなく、一時保育といっ
応しています。また、船橋市では初の病後児保育も

あけぼのグループの保育園は行事が充実し
ているという評判を聞きます。
日常では読み聞かせや公園・園庭などでの運動

事故の状況を記録したドラレコの情報

は自動的に保険会社に通知されます。ド

ラレコ搭載車の特徴ですが、事故時の映

像はもちろん位置情報や時間なども保存

されます。ドラレコに記録された情報は、

一歩町に出ると、卒園児にたくさん会います。入
園した頃は毎日泣き続けていたあの子が、今は立

から、朝起きて子どもたちが「保育園に行きたい！」

派に活躍している。小さいときのかわいい秘密を大

と思ってくれるように、一般的な保育だけでなく、た

切に心に持ちながら卒園児の成長を感じることが

くさんの経験、いろいろな挑戦のできる場所を目指

できるのは、長い間続けてこれたこと、たくさんの

しています。

子どもと触れ合えたことの特権だと思っています。

をおこなっていますが、とくに古来からの伝統行事

そのためには、まず職員にとって保育園が楽しい

には力を入れています。伝統行事にはひとつひとつ

と思えるかどうかが大切です。英語教育や体操教

意味があり、うすれつつある生活感をそうしたとこ

室、鼓笛隊などは職員に負担をかけないよう、ネイ

ろから記憶に刻んでもらいたいという思いがあります。

ティブの先生や外部の専門家をお呼びして、より楽

また、若い保護者の方にも知っていただいて親子の

しくより本格的に教えてもらうようにしています。

間でも末永く続けていただきたいと考えています。

いろいろなチャレンジを通して、自主性を重んじ

保育園は楽しい場所でないといけません。です

あけぼのグループ
http://www.akebonogroup.jp/
行徳あけぼの保育園、中山あけぼの保育園、
弥生保育園、さくら保育園

年中・年長さんでは週に１回ですがそれぞれの

事実と異なる証言などに惑わされること
危険運転や高齢者運転の事故が多い

あったとしてもアクシデントは起きます。

エアバッグやシートベルト同様、ドラレ

コは身を守る安全装備のひとつになるで

しょう。万が一の事故に備
えて「ドラレコ型自動車保

運転診断
不可

険」を検討してみてはいか
がでしょうか。

From
もりあやこ

わたし自身もわたしの息子も園は違えど保育園にお世話になり、たくさんの人たちに見守られて育ちました。このころの記
憶って、だんだんと薄れてしまいがちですが、きっと人間形成にはとても重要な時期だと思います、ですからとくに親を離
れて 1 日を過ごす幼児たちにどんな時間を過ごしてもらうかは想像以上のご苦労があると思います。生田さんの、希望を語
るときの目は熱く、力強く、また、子どもたちや園のことを語る目はとても優しかったのが印象的でした。

保 険 の ご 用 命 は 、わ た し た ち に お 気 軽 に

こんにちは

みぞぐち商会です

みぞぐち商会は間もなく40 年を迎えます。
それを記念して、会社案内を一新すること
にしました。
会社案内のデザインは、以前「この人に会
いたい」で紹介した鄭先生がいらっしゃる筑
波大附属聴覚特別支援学校の生徒さん。普段

自動対応

保護者の働き方や家庭事情に応じ柔軟に対応す
るあけぼのグループの保育園

せるような強い心を育てたいと思っています。

その他
事故対応

心、自分で考えて努力する自立心はしっかり身につ
けてもらいたいのではないでしょうか。そこで当園

とが効果的で、教えるよりも考えさせることを軸に子

はドラレコ本体を保険会社が加入者に貸

入手と取付

8,000 人以上の園児をおくり出してきました。

ら保育園で、待機児童問題を解消するために起ち

うことで、お互いが納得のいく結果が得ら

与するという形で取り付けるものです。

もたちには人間性に富んだ健康な心身、思いやりの

それから約半世紀にわたり、グループ４つの園で

で何かを見出して、挑戦できるような、一歩踏み出

昨今、いくらご自身が優良ドライバーで

れます。

げたそうです。

これはどたなも同じかと思いますが、やはり子ど

知能の教育には環境からの刺激が欠かすことがで

ます。

これに対して、
「ドラレコ型自動車保険」

けで過ごしている悲惨な現状を見かねて、立ち上

きません。またそのためには早い時期からであるこ

因などもそれで判断できるかもしれませ

ん。映像という客観的で公正な証拠とい

け、貧しさのなかで両親が働きに出て子どもたちだ

モットーは
「強く
・やさしく
・美しく」ですが、
その心は？

市には「中山あけぼの保育園」
「弥生保育園」
「さく

のない客観的な証拠となります。

のなら 1 万円弱から購入することができ

生田乃木次氏がはじめた施設で、日本が戦争に負

ら保育園」があります。もっともあたらしいのはさく

合、オート用品店やネット通販で安いも

ラレコの役割になります。また、事故の原

第13回

可能

の授業をこなしつつ、作成してくれています。
完成が楽しみです♪

ニューフェイス登場

鷹栖あおい（Aoi Takanosu）
10 月から仲間入りしました。特技はペン習字、
趣味は食べ歩き・飲み歩き・お寺巡り・カラオケ
です。夢は世界中を旅すること。みなさまのお役
に立てるように頑張ります。
よろしくお願いします！

健 康 ワ ン ポ イ ン ト

冷え対策は足元から
長い夏が終わり、秋がやってきました。日中は暖かい日があるものの、朝晩は
やはり涼しくなってきます。

JR 総武線市川駅に駅直結の複

体が温度差で負担を感じると、だるくなったり頭痛がしたりと辛くなることも。

合施設「アイ・リンクタウン」があ
ります。市立図書 館や福祉 施設、
行政サービス、住宅などもありま
そんななか、今回訪れたのは地
上 150 メートル、ビル 45 階に位
置する展望施設。なんと！無料で開放されており、そこから

座ってできること：足
 の指をグー・パーと動かす。パーの時はなるべく指を開く
と効果的。
立ってできること：足
 を肩幅に開いてかかとの上げ下げをする。フラつく場合
はどこかに手をついてやってもいいですね。

るとのこと。実は近くに住みながらも今回初めて展望施設
を訪れたわたし。もっと早くから行っておけばよかった、と
思えるほど素敵でした。
お近くにいらした際にはぜひお立ち寄りすることをおすす

実際に温める

めします。ちなみに、喫茶スペースもありますよ♪
場所：JR 市川駅南口直結
展 望 施 設 HP：http://www.city.ichikawa.lg.jp/
eco04/1111000055.html

SNS 用にプラカードも
用意！

四 字 熟 語 ＋ 算 数 で 脳 の 活 性 化！

クイズ

熱

里

中

転

倒

石

鳥

人

色

差

別

と難しかった、なんてお声がありましたよ。市川市Ｎさん、さいたま市Ｉさん、浦安市Ｗさん、しっか
り貯めてくださいね♪おめでとうございます。
さて今回は、お勉強の秋！

国語と算数にチャレンジです。

1 日でもはやく平穏な生活に戻られますよう、社員一同お祈りいたしております。

たもつ

ま も

「保」こと、それは 守りあうこと。
うぶ ぎ

「保」という字は、生まれたての子どもに産着を着せて抱くかたちからきました。
転じて、守る、助け合うの意がそこにはこめられています。
わたしどもみぞぐち商会は、お客さまとの信頼関係のなかで、
守り、守られ、つながっていくことを信条としています。

お 役 立 ち

強い味方！

ださい。空いているマスに全て数字が入るとは限りませんよ～。
そしてプレゼントは秋の味覚。クイズで脳を活性化させた後は栄養
補給です♪

何が届くかはお楽しみに☆

こたえ
毎回、このように抽選
を行っています

締 切：2019 年 11 月 15 日 当選者数：3 名
応募先：info@mizoguchi-shokai.co.jp または弊社社員まで、クイズの答え、希望日、氏名、住所（プレゼント送付先）、電
話番号を記載のうえ送信ください。厳選なる抽選の上、発送をもって当選のお知らせとします（発送は 11 月半ばを予定）。

「保険相談会」のお知らせ

保険のご相談・ご用命、紙面へのご意見・お問い合わせは
コチラ
047-325-8111 info@mizoguchi-shokai.co.jp
▲
▲
▲

ニュースレター

〜ひとりひとりに寄り添った〜
無料診断実施中

3

1

4

2

自動車・火災・生命保険
すべて扱う当社ならでは！
万が一のときも
お電話１本一括管理
土日相談好評受付中
電話：047-325-8111

診断無料・要予約・１時間程度
HP からも予約できます

（無料個別相談希望と

制作 （有）ラスコー

９月に入ってからの超大型台風２件。みなさまご無事でしたでしょうか。保険代理店という業務上、多くのお客様の被害報告をお受けし
ています。状況をお伺いすると、とても心が痛むとともに、自然の脅威というものを身に染みて感じます。
「保険」という形ではありますが、
被害に遭われた方々へ少しでもお役に立てることができれば、と日々業務を行っております。どうか、みなさまの生活が一日でも早く安
心できる日常に戻りますように。

保 険 情 報

車にドラレコついてますか？

文字が消されている四文字熟語を完成させて、埋めたところの「数字」を全部足した数をお答えく

編集人 森 紋子

寒

前回の答え：入口→Ａ、出口→Ｃ、こぶた７匹、たぬき７匹、きつね７匹、ねこ６匹でした。意外

号

このたびの台風等による被害に遭われたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

発行人 溝口文穂

金

2019



獲

電話 〇四七（三二五）八一一一

外から温める：湯
 船に入って温まることができない時は、足湯でもＯＫ。大き
めの洗面器にお湯を入れて１５分程度つかると全身が温まりま
すよ。また、レッグウォーマーなどを履くのもお勧めです。
中から温める：温
 かいものを食べる。これが基本。でも、
血流を良くしてくれるものはもっと効果的。
根菜や寒い地域で収穫される野菜、肉（特
にササミがお勧め）が保温効果を高めてく
れます。また優秀野菜として知名度の高い
生姜。加熱することで一層温め効果が高ま
りますよ。
体調管理をしっかりして、みなさんの「〇〇の秋」を楽しん
でくださいね。

平成三一年十月二五日発行 株式会社みぞぐち商会

の夜景は「夜景 100 選」
「日本夜景遺産」に登録されてい

14

号

ウォーキングなどの有酸素運動はもちろん有効ですが、なかなかできないこと
もあります。
毎日気づいた時にできること、やってみましょう。

第

普段から簡単な運動をしてみる

す。

プレゼント付き！

冷えを防いで、みなさんそれぞれの「〇〇の秋」を満喫しましょう♪

秋

みぞぐち商会ニュースレター

14

アイ・
リンクタウン

件名に入れてください）

くわしくは
中面で！

作：くりきあきこ

http://www.mizoguchi-shokai.co.jp/

