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新元号で ある『令和』に入り早いもので３ケ月が経過致しました。人
生１００年時代が叫ばれる中、私自身も『昭和』に生まれ、『平成』『令和』
と３つの元号を経て、健康と長生きへの備えが必要であるとより一層感
じ始めているところです。平成２９年の簡易生命表（厚生労働省）によ
ると男性の平均寿命は 81.09 歳、女性は 87.26 歳のようです。今回は人
生１００年時代を迎えるにあたり『健康』『貯蓄から投資（資産運用）へ』
など「将来への備え」もテーマにお送りさせていただきます。
今後とも私たち「エール保険事務所」は、お客様に「将来への備え」を
含め安心と安全をお届けできるよう、社員一丸となり取り組んでまいり
ます。引き続きエール保険事務所をお引き立て頂きますよう、宜しくお
願い申し上げます。
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「TOP　QUALITY　代理店」とは、東京海上日動の代理店（全国約４万７千店）の中で、お客様への保険・サー
ビスの提案力、万が一の事故の際の対応、保険代理店としての事業の健全性、安定性、成長性が、東京海
上日動が定める基準により総合的に高く評価された代理店で、弊社は１１年連続その最高位である「TOP　
QUALITY　Ⅲ」（全国７３代理店）に認定されました。

「TOP　QUALITY　代理店」とは、東京海上日動の代理店（全国約４万７千店）の中で、お客様への保険・サー
ビスの提案力、万が一の事故の際の対応、保険代理店としての事業の健全性、安定性、成長性が、東京海
上日動が定める基準により総合的に高く評価された代理店で、弊社は１１年連続その最高位である「TOP　
QUALITY　Ⅲ」（全国７３代理店）に認定されました。

 ☆事前の安心☆ 
～ コンサルティング力～ 
豊富な経験と専門性を活かし
て、お客様を取り巻く様々なリス
クを幅広く分析し、的確にアドバ
イス致します。 
東京海上グループの商品・サー
ビスを活用し、リスクに対する最
適な備えをお客様と一緒に考え、
創ってまいります。 
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☆事後の安心☆ 
～ 損害サービス対応力～ 
お客様の万が一の事故の際には組織力を活かし、親身かつ迅速な対応を行います。 
プロフェッショナルとしての高い専門性を活かし、事故発生時の適切なアドバイスと、解決に向け全面
的なサポートを行います。
弊社は、東京海上グループから 2018 年度優績代理店として表彰され、６月３日札幌で行われた表彰式（コ
ンベンション）に海江田認、柳、境田が参加してまいりました。
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健康経営 ご存じですか？火災保険値上げ！
皆様は「健康経営」という言葉をご存知でしょうか。健康経営
とは、社員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収益性を
高める投資であるとの考えのもと、健康管理を経営的視点から
考え、戦略的に実践することです。つまり企業が従業員の「心
と身体」の健康に配慮することにより、社員の活力や生産性向
上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織とし
ての価値向上へ繋がることが期待でき
るという考えです。
弊社もワークライフバランスの推進や
職場の活性化、感染症予防対策等、諸
項目を充足し「健康経営優良法人
2019」に認定されました。（鹿児島県内
企業 35 社認定）
これから「健康経営」を目指される法
人のお客様に対してのお手伝いも致し
ますので、関心がおありでしたら担当
者までお申し付けください。

建物や家財などに掛ける「火災保険」は、契約条件にもよ
りますが、多くの場合、火災だけではなく、風災や水災など
の自然災害で被害を受けた時も、保険金がお支払いされます。
その自然災害がここ数年、頻発し大規模化傾向になってき
ていることは、皆様も実感されているところではないでしょ
うか。これに伴い、損害保険会社各社が支払う保険金も増加
傾向にあり、収支のバランスをとるため、2019 年 10 月に各
社足並みをそろえ火災保険の掛け金（保険料）を値上げしま
す。国内の平均は 4～ 5％ですが、
自然災害の多い南九州では物件にも
よりますが、最高で 50％程度の値上
げ。消費税が上がるタイミングでも
あるため、大きな負担増となり頭の
痛いところです。

弊社川内支店から川内川花火大会についてご紹介いたしま
す。
九州三大河川の川内川を舞台に開催される歴史ある花火大会
です。
打ち上げ数は迫力の１万発で、連発や仕掛け花火の同時打ち
上げや８号玉や小玉を組み合わせた打ち上げが行われます。
また、川内川を横断する１㎞のナイアガラは必見で、流れる
火の粉が川面に映り一面が美しい銀世界のように見えます。
花火と音楽の競演も臨場感があって見ものですよ。
毎年、地元のＦＭ局であるＦＭさつませんだいが会場の様子
や花火の解説等を生中継で放送していますので、ラジオと一
緒に花火を楽しむのも良いかもしれません。
ぜひ足を運んでみられてはいかがでしょうか♪
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●たるみずふれあいフェスタ2019夏祭り
　８月10日 (土 )20時～20時 40分
●かのや夏祭り納涼花火大会
　８月11日 (日 )20時～21時
●あいら市花火大会
　９月22日 (日 )20時～21時
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～令和元年記念　第 61回
　　　　 川内川花火大会～

開催地

薩摩川内市

霧 島 市

姶 良 市

競　　技　　種　　目

ホッケー、バスケットボール、ウエイトリフティングなど

サッカー、ハンドボール、馬術など

バスケットボール、ライフル射撃、ゴルフなど

☆その他県内の花火大会情報

８月１６日 (金 )19時 40分～ 21時 10分

２０２０年　燃ゆる感動かごしま国体
　　～熱い鼓動　風は南から～
をスローガンに第75回国民体育大会が鹿児島県で開催され
ます。
エール保険事務所の本店がある霧島市でも正式競技７種目の
競技が開催予定。鹿児島県で開催されるのは48年ぶり(2回目)で
県民総参加のもと、「まごころのこもったおもてなしでお迎え
できるように」と、既に準備が始まっています。各地でさまざ
まなイベントやボランティア活動が行われていますので参加し
てみてはいかがでしょうか？

HPはこちら　http://kagoshimakokutai2020.jp/
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弊社のお客様が、こどもたちに無償で食事を提供する「こども食堂」
を運営しています。その方によると材料代や光熱費はすべて個人で負担
しているそうです。地域のこどもたちのために「取れすぎた野菜」や「頂
いたけど多すぎて食べきれない食材」などお有りでしたらぜひご提供く
ださい。エール保険事務所が、責任を持って運営者にお届けします。な
にとぞよろしくお願いいたします。
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東京海上日動は、毎年すべての新入社員を全国の「TOP  
QUALITY 代理店」に短期出向させ、お客様に近い「現場」
での研修を行っています。
弊社は今年も 1名の短期出向を受け入れました。
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研修生がやって来た新入社員紹介

▼ドライバーの運転が客観的にわかる！
ご契約のお車の運転を点数化し、全国平均、同世代平均などの
評価と比較することで、運転技術を客観的に把握することが可能。

▼ドライバーの運転技術がわかる！
急ブレーキ・急ハンドル・急アクセルの発生頻度、強さをそれ
ぞれ詳細に分析することで、どんな場面で急操作があり、どうす
れば減らすことができるのかアドバイス等が記載される。

▼ドライバーの運転の変化や特徴がわかる！
運転記録データを時系列、曜日、時間帯ごとに「見える化」す
ることで安全運転に変わってきているか、特に危険な運転をして
いる曜日・時間帯がないか把握することが可能。
データ化されることで自分がどんな運転をし、どんな危険があ
るのかが分かるため、今後どうすれば良いか家族間の話題となり、
免許返納を検討されている方は 1 つのタイミングの目安になるの
ではないかと思います。
ご関心のある方はお気軽にお問い合わせください。　
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「安全運転診断レポート」の特徴

７４点 ７５点

８４点

安全運転診断レポート 見本

最近、高齢者運転による痛ましい事故のニュースをよく見聞きします。 
親や親戚がもしこの車を運転していたら… 。もし私のお客様が運転さ
れていたら…。そう考えると決して他人事とは思えません。また、犠牲者
は小さな子供も多く、大変心が痛みます。 
政府は6月18日【交通安全緊急対策】を発表し、 「子供の安全対策」と
して集団で移動する経路の緊急点検を9月末までに実施するとしまし
た。また、歩道の拡充や車の交通を制限するスクールゾーンに準じた「キッズゾーン」を保育園などの
周辺に新設することも検討されています。 　
また、「高齢者への安全対策」として、免許証の自主返納の声が挙がっているものの、車社会の鹿児
島では公共交通機関の整備が行き届いていない現実もあり、返納時期について悩まれている方も多
いのではないでしょうか？ 
そんな方へもぜひおすすめしたいのが、「東京海上日動のドライブレコーダー」です。
映像録画に加え、事故時、強い衝撃を感知した際に自動で事故受付窓口に連絡され、GPSによる場
所の特定が可能な「自動発報機能」がウリですが、今回は保険満期日にお届けする「安全運転診断レ
ポート」について紹介致します。

★

はじめまして。新入社員の小松と申します。これからどうぞよろしくお願いいたします。
私が最近一番気になっているのが「老後の生活」。いったいいくら？いつまでに？必要なの？？ 
知識のない私でも、「節税対策」や「資産運用」、「NISA」「iDeCo」という言葉だけは入社前からな
んとなく耳にしており、そのうちね！って思っていました。
しかし、いくら銀行などで貯めても利息の額はスズメの涙…いやスズメの涙ほどもない！突然、
宝くじに当たる…なんて夢のようなことが実現するわけもなく（笑）老後の生活に早くも不安を抱
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資産運用

ずっとモヤモヤしていた頭の中が、かなりスッキリ。「知らない・分からない」
状態が、実は一番怖くて不安になりますね！高いハードルだった「投資」も、
プロの説明を聞くと自分にも簡単にできそうに感じています。一緒に働いてい
る先輩ながら、相手の知識や理解度に合わせて話を進めてくれるスキルと優し
さに感激しました！
提案してもらった商品から、どれを選ぼうかなと楽しみにしておりますが、
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全額控除

△
非課税

○
非課税

・節税効果
・ポータビリティ

・60歳まで原則引き出し
　不可
・掛け金の制限
・120万円/年まで
・5年間
・損益通算対象外
・40万円/年まで
・20年間
・損益通算対象外

・加入時の体況
・10年間は解約控除

・加入者範囲、中途
　解約の制限なし
・対象商品が豊富

・加入者範囲、中途解約の
　制限なし（解約控除あり）
・制度設計の柔軟性
・手続きの利便性
・契約者貸付

○
一時金：退職所得控除
年金：公的年金控除

○
非課税　5年以内

○
非課税　20年以内

○
契約者＝受取人
一時所得扱い

○
非課税

○
非課税

○
非課税

制度・商品 加入目的
メリット・特徴
税メリット

支払時 期間中 受取時
特　　長 留　意　点 死亡保障

資産形成
（短・中期）

資産形成
（長期）

保障の確保
と

長期資産形成

ていた中、新聞の一面に踊った「老後の生活費は夫婦で 2000 万円必要」というショッキングな
記事！！皆様、どうお感じになりましたか？私の老後どーなるの？？今からでも準備は間に合う
の？？いったい何をどうすればいいの？「助け合いの精神」は、保険において基本的な考えの一
つですが、資産運用をして、自分の生活資金や老後の備えをする努力も大切！　
そこで、初心者小松の視点で「老後の生活（資産運用・変額保険）」について迫ってみました！
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残念ながら私にぴったりのプランでも、「お客様に絶対お勧め！」とは言い切れません。お
客様お一人お一人のライフスタイルやご要望など、お話を伺った上で、ご納得いただけるご
提案を弊社のプロがさせていただきます。
思い立ったが吉日！弊社にも取り扱い商品がありますので（東京海上日動火災保険・東京
海上日動あんしん生命・メットライフ生命・オリックス生命・ソニー生命）、ぜひ一度、お気
軽にご相談くださいませ。

残念ながら私にぴったりのプランでも、「お客様に絶対お勧め！」とは言い切れません。お
客様お一人お一人のライフスタイルやご要望など、お話を伺った上で、ご納得いただけるご
提案を弊社のプロがさせていただきます。
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軽にご相談くださいませ。

～説明を受けた結果～
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