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花粉・黄砂の季節

目の扱いには気をつけて！

中山の

おひなまつり

春。新鮮な気持ちを運んでくれる季節。

に行ってきました

もいくつも飾られていました。コロナ禍の今年は人の賑わ
いこそなかったものの、ひな人形達を眺めて温かい気持
ちになることができました。

まずは防御
目に異物が入ると症状がでます。まずは侵入を防ぐために「眼鏡」をかけてみるのも
一つの方法です。花粉専用眼鏡ならなおいいですが、
普通の眼鏡でも効果はあります。
また眼鏡をかけることで、無意識のうちに目を触ろうとする手が眼鏡に邪魔され、うっ
かり触れることを防ぐ役割も果たしてくれます。

どうしても気になるときは
直接手で目に触れるのは絶対ＮＧ！清潔なハンカチやティッシュを使って。
（でも、眼
球自体に直接触れるのはダメですよ）当然ながら、触れる前の手洗いは忘れずに！そ
して触れた後も手洗いを。

店先のひな人形

目薬も効果的
近隣幼稚園や小学生が
作ったひな飾り

春 だ！陽 気 に う か れ て 動 物 た ち が 逃 げ 出 し た！

念！
20 号記
ト付き
プレゼン

当選者数：●名

応募先：info@mizoguchi-shokai.co.jp または弊社社員まで、クイズの答え、氏名、住所（プレゼ

こまで来ることができました。ありがとうございます！記事へのご意見やクイズ応募の際のお言葉など、本当に嬉しく受け取っておりま
す。知りたいこと、感想、あたらしいコーナーのご提案、何でも結構です。是非みなさんのお声を聞かせてください。そしてみぞぐち商
会と「保」をこれからも一緒に成長させていただけたらと思います♪引き続き楽しみながら頑張ります♪

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

制作 （有）ラスコー

なんと！今回おかげ様で「保」20 号発行です！右も左もわからないところから始めた５年前。読んでくださる皆さんの支えもあってこ

き な い？

保険情報

地震
新型
コロナ
ウイル ス

保険請求できる？ できない？
実は保険対象になっていることも。そん
な時の請求のポイントは？今回は
「地震」
と「新型コロナウィルス感染症」につい
てご紹介します

「保険相談会」のお知らせ
3
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4
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〜ひとりひとりに寄り添った〜
無料診断実施中

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

それは
たいへん
だったわね

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●月末を予定）。

で

保険請求

お役立ち

あら︑
久しぶり！

締切：2021 年●月●日

？

知っておきたい

実はコロナ
発症して
２週間自宅
療養してたの

今回は、災害時にも役立つアウトドアグッズ。20 号を記念して 5 名様にプレゼント！ご応募お待ちしてます♪

で きる

自宅療養でも
保険がおりる
はずよ

匹

守り、守られ、つながっていくことを信条としています。

ホント！？
さっそく問い
合わせてみるわ！

※動物の数え方（匹・頭など）は答えに影響しません。 こたえ

編集人 森 紋子

※逃げた動物はそれぞれ１匹ずつです。

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、

元気？

さて、動物園から何匹動物は逃げたでしょう。

転じて、守る、助け合うの意がそこにはこめられています。

入院保険請求
はしたの？

動物園からサル、クマ、きりんが逃げ出しました。しかも象まで逃げたそうです。

うぶ ぎ

産着を着せて抱くかたちからきました。

発行人 溝口文穂

問 題

ま も

「保」という字は、生まれたての子どもに

保険？
だって
自宅療養よ

クイズ



前回の答えは、作品名：奥の細道 作者名：松尾芭蕉 でした。並び替えた文字は「月日は百代の過客
にして（つきひははくたいのかかくにして）
」の予定でしたが、１文字間違っておりました。
「た」の部分
が「や」になっておりました。大変申し訳ありません！！ 混乱された方も多かったかと。以後気を付け
ます。そんな中でもご応募いただいた方ありがとうございます。今回は特別に３名当選予定を急遽５名にアップ！
船橋市Ⅰさん、さいたま市Ｓさん、八街市Ｙさん、松戸市Ⅰさん、市川市 H さん、おめでとうございます！
難しかったという声も聞こえた前回。今回は難易度下げました。でも、問題をよ～～く読んで答えてくださいね。

電話 〇四七（三二五）八一一一

お寺の御堂の中に
飾られているひな人形

涙に近い成分など、目への影響が少ない目薬で目の表面をうるおしたり洗ったりする
のも効果的です。点眼前にしっかり手洗い。目薬がまつ毛に付かないように気を付け
て。まつ毛についた菌が目に入らないように。
花粉症でもそうでなくても、無意識のうちに目を触ってしまう事、ありますよね。
目をこすってしまうとコロナに関係なくても、角膜を傷つけたりバイキンが入ったりす
る可能性が出てきます。
これを機に、少し意識付けをしてみてくださいね。

号

「保」こと、それは 守りあうこと。

令和三年三月二五日発行 株式会社みぞぐち商会

から歩いて 10 分程度のところにある「中山法華経寺」で

たもつ

20

号

地域の各所にバラエティに富んだひな人形が飾られ、駅

2021

第

弊社がある本八幡のお隣の駅、 国重要文化財にもなって

下総中山で毎年行われているひ いる法華経寺の五重塔
な祭りイベントに行ってきました。

そして花粉も黄砂も運ばれる季節。
この時期は目がかゆくなったり、痛くなったり、
とても辛い季節でもありますね。
目はご存知の通り、粘膜に覆われています。コロナ
禍の今、安易に目をこすってしまうと感染リスクも
高まります。
うっかり目をこすってしまわないように、意識して
「かゆみ」
「痛み」に対処しましょう。

春

みぞぐち商会ニュースレター

第20弾！

（無料個別相談希望と件名に入れてください）

まんが：パント大吉

http://www.mizoguchi-shokai.co.jp/
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もりあやこの

どんなに気をつけていても「もしも」が起こってしまうことはあります

地震保険

東日本大震災から 10 年。今年２月の余
震もまだ記憶に新しく、この先さらに 10 年

ご契約の内容によって、異なる部分もあります。ご不明点などいつでもお問合せくだ
さい。
新しい病気ですが、今ご加入中の医療保険で対応ができます。

います。

病院に入院をすればもちろん「入院給付金」が出ますが、自宅療養やホテル等の療養
施設を指示された場合も「入院」と同等に扱われるのが通常の病気とは違う点です。

！

弊社で扱う保険会社のうち４社に、自宅など医療機関以外での療養時の保険請求方

地震や噴火・津波により、①住居用建物

法とその後の新規保険加入について確認しました。

保険請求時の必要書類

地震保険は、損害の程度により支払額が
決定します。この 10 年間で支払い基準が変

療養の開始・終了日がわかる医療

わり、それまでは建物の損害の程度を３段

A社

に分類されることになり、より一層支払わ

B社

に損害があった際に補償されます。また、

状況

完治後１か月経過すれば加入可

の書類

※２回以上罹患した場合は無期限

※療養期間が 40 日以上の場合に

延期

技術指導なども行っていました。

採用試験があり最終選考。面接では「骨を埋める
気で、10 年後には社長になる！」とハッキリ答え

働きました。

た書類など感染の事実がわかる書
類コピー
15 日以上→感染の事実と療養期

Ｃ社

保健所発行の書類

３か月後で工場長、3 年半で取締役とはすごい
躍進ですね

Ｄ社

医療機関発行の診断書

わゆる「営業マン」はいません。
「〇〇が欲しい」
解決するスタイル。ですので取り扱い商品は多岐

などの問題を改善するための生産管理・人員配置

にわたり、守備範囲はおのずと広がり、かならず

を社長に提言したん

役に立てる存在だと自負しています。

です。周囲からは
「生

新型コロナの影響はやはり甚大でしたか

３年半後には取締役

個別判断

に就任しました。さ
すがに、やっかみを
含めていろいろあり
ましたけどやってき

From
もりあやこ

完治後１か月経過後に個別判断

さすがに大打撃でした。過去最大の赤字を記
録し、都内での売り上げは８割減。生産を止め、
清掃活動を行ったこともありましたが状況が変わ
るのを待っていても仕方がない。こちらが変わら
なくては！と考え、お客様が「来る」のを待つの
ではなく「届ける」ことの必要性を取引先の会社
社長やオーナーにアピールしました。調理人の手

インタビューのあと、とても元気になりました。大変なことも面白お
かしく、丁寧にお話ししてくださり、素敵な時間でした。今は本当に忙
しいそうですが、時間ができたらお子さまたちとの時間をたっぷりも
うけたいとのこと。マスクごしに伝わる笑顔が印象的でした。

▲ここにトッピングがされ
てレストランで出されます

が空いている顧客には、弊社のキッチンを使って
もらい、その場でパッケージングして、各飲食店
の EC サイト（インターネット上で商品を販売す
る Web サイト）で販売するのはどうだろうかと。
このアイディアに賛同してくれた顧客の調理技
術と、われわれの提供する食材とパッケージング
技術がコラボレーションした結果、
売り上げが戻っ
てくるところが増えてきたのです。
まさにピンチをチャンスに変えた起死回生の
ヒット！
いまはまた活気が戻り、たくさんのご相談もい
ただけるようになりました。お客様の「困ってい
ること」は「解決しなくてはならないこと」です。
そして取り組みには「最終的な絵が描けるかどう
か」が重要です。
当然ながら、楽していては仕事は減ってしまい
ます。
「ものづくり」は真面目に誠心誠意こめてす
るもの。弊社では手作りを徹底しているので、人
手も足りなくなってきています。企業は「人」で
す。従業員には必死に頑張ってもらいたいし、そ
のようにお願いもしています。また、彼らを守る
のが自分の使命だとも強く思っています。
「人」を
大切にできなければ何も生まれない。今後は仲間
をどんどん増やしていきたい。
多くの人がかかわっ
てくれれば、それだけ道も広がります。

保 険 の ご 用 命 は 、わ た し た ち に お 気 軽 に

こんにちは

というのはご契約の内容によっても異なります。
「これってどうなの？」
「どうしたらいいのかな？」と困ったら、いつでも遠慮なくご連絡ください。
泣き寝入りをしなくては、と思っていたものが実は保険対象だった、なんてこともあります。
「
『もしも』
のための保険」
。
「もしも」
の際に助けになれるよう、
みぞぐち商会もお手伝いしていきます。

のかゆいところに手が届く開発型企業なので、い

に人が少ない、手が空く時間に人が余っている、

罹患時の症状や告知内容により

すべての保険に言えることですが、補償の対象になるかどうか、請求するには何を用意したらいいか、

生地はじめ調理前の手間のかかる部分をサポート
しています。

「〇〇で困っている」という相談を一緒に考えて

で工場長に。さらに

くん

どちらの会社も取引先の多くは飲食店で、ピザ

ファストフードでの経験を活かして、忙しい時

意気」と言われまし

完治していれば加入可

営業がいないそうですが、どのように顧客を獲
得しているのですか

弊社は「できるもの」を売るのではなく、顧客

たが入社から３か月

を記録しておくと請求がスムーズです。
タ
ミカ

緒にピザを作りませんか？」というハッコー食品

の公共機関発行の書類

でも対象になることもあります。

たり直したりする前に写真をパチリ！

た（笑）
。さらに 13 年前に取引先の「仁愛食品」
を買収しこちらの社長も兼務。海外にも目を向け、

間がわかる医療機関・保健所など

家具が倒れた等、破損や故障がない場合

安全確保第一で、まずは損害場所を片付け

退職。プラプラしていたら「せっかく学んだのだ

14 日以内→検査結果が記載され

に損害があった際に補償されます

請求する前のポイント

機関・保健所などの公共機関発行

になりました。当然妻には負債のことは内緒でし

から食関係で働け！」と父に叱られ、
求人誌の「一

療養期間により

①住居用建物：主要構造部（基礎、壁、屋根）

②家財：家具や食器、TV などの電化製品等

二人三脚で頑張っていたさなか社長が倒れて。わ

のキャッチフレーズを見て問合せをしたらすぐに

某大手コーヒーショップなど
に出荷されていきます▼

その後ハッコー食品の株式を７割取得。社長と
たしが多額の負債とともに新社長に就任すること

有名フレンチ店に就職したのですが、２週間で

代表取締役社長
藤代祐孝さん

気にしないようにしていました。

は調理師専門学校に入りました。つくるだけでな

は診断書が必要

れやすくなりました。

※外構（塀や門）、駐車場などは対象外です

新規保険加入

たことに信念がありましたし、自信もあったので、

く、もちろん食べるのも好きでした。

は笑顔でした（笑）
。翌日から白衣を着てバリバリ

ります。

ろ、４段階（全損・大半損・小半損・一部損）

のときにファストフード店でアルバイト。卒業後

ました。４人いた面接官のなかで当時の社長だけ

と②家財が被害にあった際に補償対象とな

階（全損・半損・一部損）に分けていたとこ

コロナ禍でかつてない厳しさを強いられている外食業界。とくに飲食店は出口の見えない闘いに苦
しんでいます。そんななか、藤代社長は業界トップにさまざまな変革をアピール。徐々に光明がみえ
てきました。そんな元気の達人にお話をうかがいました。
マンガ『美味しんぼ』が大好きで、高校２年生

新型コロナウィルス感染症

藤代祐孝（ふじしろ ゆうこう）さん

おいしいものでみんなに元気を届けたい

もともと食品業界に興味があったんですか

程度は大きな余震があるだろうと言われて

補償対象

ハッコー食品／仁愛食品（ひとめしょくひん）代表取締役社長

第 19 回

席は離れて座理、席の間
にビニールシート

みぞぐち商会です

この記事を書いているのはまさに「緊急事態宣言下」で
して、社内は時短勤務やらテレワークやらで、事務所内
がガラガラ。そしてお客様のところにもうかがえず、とっ
ても寂しい限りです。
リモートワーク
中の PC
早く以前のように戻ることを願って、今日も感染予防に
いそしんでます。

目下の目標は、
「ピザ・ワッフルで日本一！」です。
輸出も視野に入れていきます。

仁愛食品（ひとめしょくひん）
（株）

http://hitome.co.jp/
〒 136-0074 東京都江東区東砂 6-4-3

ハッコー食品（株）

http://hakko-syokuhin.co.jp/
〒 264-0023 千葉県千葉市若葉区貝塚町 837

➡ ➡ ➡ こ こ か ら 開 い て く だ さ い ➡ ➡ ➡
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「もしも」が起こった際に支払われる保険。
何もない方がいいものの、何かがあったらどうやって請求するの？
1 「地震」と「新型コロナウィルス感染症」について特集します。

それは
たいへん
だったわね

請求
保険
入院 の？
た
はし

「地震」と
「新型コロナウィルス感染症」

この人に会いたい！

