カステラレシピ
新型コロナウィルス感染症の影響で、なかなか出かけら
れない！ と、
いうことで今回は
「みぞ散歩」ならぬ
「みぞクッ
ク」♪
さかえ屋齋藤さんに教えてもらった、ひと手間加えたお
いしいカステラの食べ方を実践。

健 康 ワン ポイント

出かけたい！でも、感染予防をしっかりして
安心なお出かけを。
春ですね。とても気持ちのいい気候に誘われてお出かけしたくなりますよね。
でも、油断は禁物。お出かけの後に不安にならないよう、感染予防はしっかり！
今回は手洗いについてご紹介します。

物に触る前に手洗いを
る可能性があります。こうして電車のつり革など、多くの人が触るところにウイルスが付着。知ら

分高いのでしっかりは凍らずヒ

ずにそのつり革などに触れると、その手にウイルスが移ります。そして、手を洗わずに食事をし

ンヤリしっとり。

たもつ

たり、口に触れたりすることで接触感染が起こるのです。接触感染の予防には、こまめな手洗
の上にバターを乗せる。



外はカリっと中はふんわり。甘いカ
ステラにジュワっとバターが溶けて
少し塩味も。

いがなにより有効です。外出先から戻ったら、真っ先にせっけんを使って手を洗いましょう。

手洗いポイント

・必ず流水を使う・せっけんはしっかり泡立てる・少なくとも 30 秒洗う・洗い残しがないように
する・タオルの使い回しは厳禁

手洗い手順

①流水でよく手をぬらした後、せっけんをつけ、手のひらをよくこする。②手

両方ともとっても美味しかったです。

の甲を伸ばすようにこする。③指先・爪の間を念入りにこする。④指の間を

これはやみつきになっちゃうかも♪

洗う。⑤親指と手のひらをねじり洗いする。⑥手首も忘れずに洗う。

ちなみに、食べきれなかったカステ

ウイルスは新型コロナウイルスだけではありません。きちんとした手洗いで

ラは一切ずつラップで包んで冷凍保

汚れ・ウイルスを落としましょう。自分のためにも周りのためにも感染予防を

存がオススメだそうです。

しっかりしてお出かけしたいものです♪

受 験 生 気 分 で 共 通 テ スト に 挑 戦！？

ト付き
プレゼン

スト！
共通テ

問 題
１．

２．

３．

４．

５．

が多い現状ではありますが「できない」
「大変」ではなく、
「何ができるか」
「どう進むか」を考えて実行できる新年度にしていきたいと思います。

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

今回は、改めて保険のキホンをおさらい
しちゃいましょう！

〜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

パンクだー！

なりました。とはいえ、式典自体は無事に行われ、様々な制限の中実施してくださった方々には本当に感謝です。新型コロナウィルスだけでなく不安になる事

オヤジ
大丈夫

とまで迷っていました。しかし蓋を開けてみればコロナ禍なので来賓無し。祝辞も無し。一人勝手に盛り上がっては感極まっていたわたしは、ただの妄想屋と

制作 （有）ラスコー

春ですね。新しい生活が始まる時期でもあります。かくいう我が家も息子二人が卒業・入学です。僭越ながら PTA 会長をつとめていたので、卒業式での挨

ビ CM とかで初めて知ることもあったり。

「保険相談会」のお知らせ

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 4 月末を予定）。

拶を考えては都度勝手に胸を熱くしていました。泣かずに話すなら文章を読み上げるべきか、気持ちを伝えるなら何も見ずに目を見て話すか……。そんなこ

火災保険、自動車保険、医療保険、い
ろんな保険に加入しているけれどもテレ

よりによって
この天気だよ

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

保険情報

？
知らない

お待たせしました！

当選者数：3 名

お役立ち

保険のキホン

パンクですね

締切：2022 年 4 月 15 日

知ってる？

そうだった
のか！

A=
B=
C=

編集人 森 紋子

こ た え

守り、守られ、つながっていくことを信条としています。

自動車保険で
カバーできる
んだよ

は、非公開で行われる
②個々の裁判官は、良心に従って独立し （Ａｘ＋Ｂ）
（ｘ- Ｃ）
て職権を行い、憲法および法律にのみ拘
束される
③最高裁判所長官は、国会が、議決を
経て指名する
④罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する
弾劾裁判所は、衆議院のみが設置する

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、

おい︑
お前も手伝え

①言う必要を感じないで
②言う機会を逃して
③言うのを忘れて
④言う気になれなくて
⑤言うべきでないと思って

転じて、守る、助け合うの意がそこにはこめられています。

発行人 溝口文穂

①敵をイカクする
②乳酸菌
②施設のカクジュウを ③大腸菌
はかる
④肺炎双球菌（肺炎球菌）
③外界とカクゼツする
④海底のチカクが変動
する

うぶ ぎ

産着を着せて抱くかたちからきました。



問題の下線部に相当す 下記のうち、原核生物で 問題の意味として最も 現代日本の司法に関する記述として ２ｘ 2 ＋（４ｙ-３）ｘ＋２ｙ 2る漢字を含むものを１つ はない生物として適当なも 適当なものを以下のうち 最も適当なものを以下のうちから１つ ｙ-１１
選べ（国語）
ｙ＝１のとき、上記の式を因
のを１つ選べ（生物基礎） から１つ選べ（国語）
選べ（現代社会）
数分解し、Ａ、Ｂ、Ｃにあて
『ヘダてる』
①酵母菌（酵母）
『言いはぐれて』
①裁判は、裁判所による許可がない限り はまる数を答えよ
（数Ⅰ）

電話 〇四七（三二五）八一一一

前回の答えは「タイガー」
。当選者の市川市Ｔさん、成田市Ｙさん、吉川市Ｓさん、船橋市Ｓさん、Ｔ
さん、おめでとうございます！また、ご応募いただいた方が 16 名だったので、お一人につき千円、合
計１万６千円を日本盲導犬協会に寄付させていただきました。ありがとうございました。
さて、今回は今年行われた共通テストからの出題。受験生気分で頑張って解いてください。100 点じゃ
なくても OK です。上位３名（同点の場合は抽選）に「さかえ屋」さんのカステラセットをプレゼント！
※テストじゃないので色々調べてもルール違反じゃないですよ（笑）

ま も

「保」という字は、生まれたての子どもに

令和四年三月二五日発行 株式会社みぞぐち商会

２．はちみつカステラをトースターで２～３分焼いて、そ

号

「保」こと、それは 守りあうこと。

24

号

１．チ ーズカステラを冷凍庫に。糖

2022

第

ウイルスの感染者が手で口を覆って咳やくしゃみをすると、その手で触れた場所にウイルスが移

春

みぞぐち商会ニュースレター

第24弾！

特別編：みぞクック♪

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件名に入れてください）

くわしくは
中面で！

常識だニャン
まんが：パント大吉

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

すね

た！
しまし

保険で
できる

だった
か！

おい
︑
お
前
も手
伝え

常識

株式会社さかえ屋 齋藤 隼（さいとう しゅん）さん

お菓子で笑顔を届け、
楽しくなるきっかけを作りたい

院、退院後の通院または日帰り手術当日の通院のみ

補償されます。

5

です。入院や手術がない場合の通院は保障対象外となります。傷

燃えにくい家なので火災保険は入らず地震保険だけ入れ
ばいい

地震保険単独では入れません
常識
だニ

害保険は、入院や手術がなく、軽い捻挫等軽微な通院でも補償対
象となります。

解説

ただし、補償対象となるのはケガのみ。病気での通院は補償対
象外となります。医療保険と傷害保険、似ているようでそれぞれ特

ャン

地震保険は火災保険の特約なので、地震のみの

徴があるので、自分に合った入り方を。

補償で保険加入はできません。火災保険は火事だけ
でなく天災（台風・洪水・雪、等）や日常生活での破損なども対象

２

自動車保険はどんなものでも保険を使うと更新時等級に
影響があり、保険料が上がってしまう

違います

となるので意外と補償対象になることは多いですよ。

6

自転車保険は専用の保険に入らないといけない

解説

他の保険の特約で対応できます

自動車保険料に関係する「等級」に影響するの

解説

は、車両保険・自動車事故による相手への補償のみ。
契約者本人のケガや同乗者のケガの補償、特約やサービスで付い

自転車保険の内容は、事故相手への賠償保険とご

ている個人賠償や自転車等でのケガ、レッカー等は使用しても等

自身のケガの保険の組み合わせです。一部の市町村

級には影響がありません。

で加入義務がある自転車保険は、相手への賠償保険部分のみがほ
とんど。相手への賠償なら、自動車保険・火災保険・傷害保険な

3

自動 車保 険 で 35 歳 以 上の 運 転 者 年齢 条 件をつけた。
30 歳の友達が運転をしても補償はされる。

正

解

どで付けられる個人賠償特約（名称はそれぞれ異なります）で対
応可能です。
また、ご自身のケガなら自動車保険の「交通事故特約」でも対

入社は東日本大震災直後の 2011 年。新しく

建てた工場も被害で一時休止。売上自体も下

営業として最初の目標にしていたのが、直営

店舗以外でのカステラ販売です。

がっていました。そのような中、まずは現場を

最近は多くのスーパーマーケットがプライベートブ

知るために、さかえ屋の根幹である種場（タネ

ランドを持っています。そこで、そのスーパーマー

バ：カステラの生地作りをするところ）で１年

ケットの卵や牛乳を使ってカステラを作り、オリジナ

間ひたすら生地作りをしました。少しでも早く

ル商品として販売していただきました。つまり自社

１人前になりたいという強い気持ちが強く、も

商品が材料としても売れ、我が社はカステラを販

のすごい集中して研究に取り組みました。余

売してもらえる。お客さまは、さかえ屋店舗でも販

談ですが、当時社内忘年会の余興で行われて

売をしていないオリジナル商品をお近くのスーパー

いた「天下一武道会（カステラ品評会）
」では、

マーケットで購入することができる。まさに三方満

わたしの作品が第１回大会は優勝。もちろん名

足の形です。

前は伏せてあるので忖度なしに、です（笑）
。

ただ、それには乗り越えなくてはならない手順

のみなら個々人で入るより、特約でつけたほうが同居の親族全員が
補償対象になるのでお得です！

運転者の年齢条件は、あくまで被保険者・配偶者・
同居の親族のみが対象となります。友人や別居して
いる子どもや親などの親族は年齢条件の対象外なので補償されま

当たり前に知っていることも多いかもしれませんが、１つで
も「そうなんだ！」というものがあれば嬉しいです。また、保

自動車保険で運転者の制限を本人・配偶者のみとした。
別居の親族が運転をしても補償はされる。

されません
解説
年齢条件と違い、運転者の制限を本人のみ、ま

ミカ

タくん

障の内容や範囲などは保険会社や加
入時期、商品によって異なります。ご
自身の保険がどうなのか、検討してい

つでもご連絡お待ちしてます。

すれば必ず自分の成長に繋がる。そう思って常
に行動しています。
そんなわたしのポジティブ思考は、周囲のお
かげです。小さい頃から両親には褒められて
育ったので「やればできる、頑張ったらできる」
という成功体験が積まれていきました。
また、わたしの過ちをしっかり指摘をしてく
れる友達にも恵まれました。その時は腹が立つ
んですけど（笑）
。会社でも役職関係なくみん
なが意見を言い合って動いてくれる。ほんとう
に周囲の人たちおかげで、ポジティブに考えて
進んでいけるんです。
この先の目標は

やルールがたくさんありました。特に品質管理につ

会社の理念にもあるように、卵を使ったお菓

いては、従来のさかえ屋の管理規定だけでは足り

子で幸せと笑顔を届けたい、増やしたいと思っ

おらず、社内の連携を図るには不十分なところ

ず、提携先に厳しくご指導いただきました。

ています。さかえ屋の商品が人々が楽しくなる

その後はカステラの売り込みに走りましたが、

もあり、１人１人で行う作業が多く、属人的な

組織改造中で、
素人のわたしにない知識を
「共
同開発」という前向きな目標のためにプロから

ことが多かったです。
創業者の祖父は生粋の洋菓子職人。さかえ

指導をしてもらえたのはたいへんありがたかっ

屋の味は祖父が築いたのですが、そこに営業

た。課題をクリアし、共に商品開発をしていた

はなく、
「おいしければ売れる」という考えでし

だいたおかげで、数多くの関東圏内のスーパー

た。その後、営業もするようになりましたがカ

マーケットでさかえ屋のカステラを販売してい

ステラ作りの掛け持ちで、営業部という正式な

ただくまでになりました。

部署は確立されていなかったため、わたしが着

このようにたくさんの壁とやるべきことが山

手したのは、手探りながらも組織図を作り、会

積みで、最初は凹むこともありました。でも「な

社の内部改造を行うことでした。それぞれにポ

ぜ自分が？」と考えた時点で前に進むことを止

ジションを任せることで、少しずつ社員の意識

めてしまうわけです。

も責任感も変化していきました。

From
もりあやこ

「解釈は無数」という言葉がありますが、捉

常にポジティブに笑顔で話をしてくださった齋藤さん。
「解釈は無数」という言
葉にドキっとしました。どうせなら楽しくなりたいですよね。帰りは自宅にカス
テラをお土産に買って帰りましたが、息子に全て食べられてしまいました（笑）
。

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

きっかけとなるように様々な活動をしていく予
定です。ぜひさかえ屋にご注目ください！

左は桜カステラ、右ははちみつ、抹茶カステラ

齋藤

隼（さいとう

しゅん）

創業者の祖父が他界した後、父親である社長
と夜通し語り合い、さかえ屋の歴史や想い、
その重みを知り家業の存続を決意。当時勤め
ていた会社の上司に相談し、誠意をもって引
継ぎを行い入社。現在は専務取締役。
株式会社 さかえ屋
https://kasutera.net/

この QR コードを
読み混んでくださいね

みぞぐち商会のラインアカウントを開設しました！ 保険の最新情報やちょっとしたつぶやきを配信します。保のクイズ応募も可能。
もちろんみなさんの保険に関するお悩み相談も受け付けます（事故受付はできかねます）
。是非、この機会にお友達登録お願いします♪

登録方法

る保険はどうなのか、今一度ご確認く
ださいね。気になることがあれば、い

ブに受け止めたほうがいいんじゃないか、そう


▲

す。

日常的に耳にする様々な保険。

え方一つで明日の行動が変わるなら、ポジティ

当時はまだまだ家族経営の組織がぬぐい取れて

象になりますし、当然ながら傷害保険でもＯＫです。賠償責任部分

解説

4

大規模な小売店展開へのチャレンジ

家族経営の脱却と意識改革

（上）齋藤隼さん。
（下）店舗にて

①ＬＩＮＥのホーム画面から「友達追加」
を選択（画面右上の人のマーク）
これで晴れてお友達です♪

②「ＱＲコード」を選択して、
右上のＱＲコードを読み込ませてください

③表示されたところに飛んで、みぞぐち
商会画面からお友達追加をポチっ♪

➡ ➡ ➡ こ こ か ら 開 い て く だ さ い ➡ ➡ ➡

医療保険で支払われる通院保障は入院前提の通

特約」にご自身が入っていれば、ご自身の保険で万が一の際にも

パ
ン
クだ
ー！

解説

ます。上記条件がついた他人の自動車を運転する場合、
「他車運転

弊社の地元では知らない人はいない、というカステラ屋の「さかえ屋」さん。
実は関東の多くのスーパーでも形を変えて販売されているとのこと。
今回は、さかえ屋の齋藤隼さんにお話をうかがってきました。

よ
り
によ
っ
こ
の
天気 て
だよ

保障範囲が違います

たは本人・配偶者）以外の人が運転した場合は補償対象外となり

お待
たせ

医療保険に入っていれば傷害保険は入らなくていい

たは本人・配偶者のみ、とした場合には、同居・別居問わず本人（ま

しま
パン
した
ク
！
です
ね

１

自動
車
カバ 保険で
ー
んだ できる
よ

そう
だ
のか った
！

わかっているつもりで細かいことは知らなかった保険のアレコレ。
まずは基本のおさらいをクイズで確認。
※保険会社・商品によって異なることがあります

この人に会いたい！

第 23 回
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知ってる？知らない！？
保険のキホン

もりあやこの

