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新入社員紹介
エール保険事務所は
　皆様の安心パートナー。
保険のことなら私たちにお任せください。

エール保険事務所
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日頃は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

弊社は今年創業４０周年を迎えました。これもひとえに皆様方のおかげ
でございます。心より感謝申し上げます。
そして、お客様の日常生活や事業活動の中で起こる「万が一」に備え、
お客様へ安心と安全をお届けする。そんな想いを共にできるメンバーも
４拠点４０名となり、組織でお守りできる体制となりつつあります。「お
客様の身近な存在であり、良き相談相手であり続ける」というポリシー
を携え、今後とも私たち「エール保険事務所」は、お客様へ安心と安全
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１２年連続その最高位である「TOP　
QUALITY　Ⅲ」（全国７２代理店）に認定されました。
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 ☆事前の安心☆ 
～ コンサルティング力～ 
【各種資格取得は勿論のこと、
毎週の勉強会で常に研鑽を行い、
お客様へ最新最適な情報をお届け
しております】
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。 
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☆事後の安心☆ 
～ 損害サービス対応力～ 
【損害事故専担者 3名など、約 40名のスタッフで万一のご連絡に備えております】
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。
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健康経営
地震保険の値上げ

２０１６年４月１４日に発生、熊本県を中心とする九州南部
に甚大な被害があった「熊本地震」から 4年余り経過しました。
当時弊社のお客様の中にも、被害に遭われ「地震保険に加入
しておいて良かった。」とのお声もありました。
地震保険は住宅の火災保険とセットで契約する保険で、政府
と損害保険会社が共同で運営している制度になります。
２０２１年１月に損害保険会社各社が、地震保険の掛け金（保
険料）の値上げをする事が決まっており、全国平均では 5.1%
の値上げ、九州においても（物件にも
よりますが）最高で 33.7% の値上げと
なっています。
保険料の負担は増えますが、地震・
噴火や津波による損害に備えて「地震
保険」への加入も検討してみてくださ
い。

健康経営優良法人認定

年々認識が広がってきております「健康経営」についてご紹
介したいと思います。
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、昨年に引
き続き「健康経営優良法人 2020（中
小規模法人部門）」に認定されまし
た。（鹿児島県内企業 51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。

【マイナンバーカード】作成された方もいらっしゃるのではないでしょうか？
マイナンバーカードとは、IC チップ付きカードで、本人の写真もついているので身分証明書として利用できます。
他には自治体サービス、E-TAX 等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用出来るようです。
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1. スマートフォンによる申請→スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームか
ら申請する方法。

2. パソコンによる申請→デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームから申請
する方法。

3. まちなかの証明用写真機による申請　※証明写真機は申請できるものとできないも
のがあるようです。

4. 郵便による申請→マイナンバーカード交付申請書にご本人の顔写真を貼り、送付用
封筒にてポストへ投函方法。
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マイナンバー　作り方、使い方
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トマト・・・2個
合挽肉・・・150ｇ
玉ねぎ・・・1/4 個
塩・胡椒・・・少々
おろしにんにく・・・小さじ 1/3
コンソメ・・・小さじ 1
オリーブオイル・・・小さじ 1
とろけるスライスチーズ・・・2枚

①トマトの底を置いたときに安定するように
少しだけ切り落とす。ヘタ側の上を 1セン
チほど切り落とし、中身をスプーンでくり
抜き中身は取っておく。
②玉ねぎはみじん切り、くりぬいたトマトは
荒みじん切りにする。
③フライパンにオリーブオイルを入れ中火で
熱し、ひき肉・塩・胡椒・おろしにんにく
を炒める。

①高度な事故対応・・・いざという時、自動で事故連絡を行います。また、
ドライブレコーダーを通じて通話もできます。
②事故防止支援サービス・・・車線逸脱等の片寄り走行や前方車両の接
近を検知した際に音声メッセージと画面表示により注意喚起を行いま
す。
③安全運転診断サービス・・・お客様の運転特性をもとに専用のレポー
トをご提供します。
ご関心のある方はお気軽にお問合せください。

④③に荒みじん切りにしたトマト・コンソメ
を加え水気をとばすように炒める。
⑤天板にアルミホイルを敷いてトマトを置
き、くり抜いた部分に④の具材を詰め、チー
ズをのせる。トースターでチーズが溶ける
まで焼く。

ヨーロッパでは、トマトが熟すころになるとトマトを食べて人々が元気に
なり病人が減るので、医者が青くなってしまうと言われているそうです。
トマトにはリコピン・βカロテン・ビタミン Cが豊富に含まれています。
夏が旬のトマトをおいしく食べましょう。

材料：2人分

調理方法

「ドライブレコーダーの活用」

「ちゃいっぺ心で補償運転」

保険以外でもお役に立てます。

健康経営
心地よく丁寧に

健康経営健康健康経営経営
補償運転とＤＡＰ

補償運転とは、体調や天候、道路状況等を考えて安全に運転できる環境を自ら整えるこ
とです。現在、鹿児島県では「ちゃいっぺ心で補償運転」を合言葉に主に高齢者の交通
事故防止対策を推進中です。
ちゃいっぺ心で、慌てず急がず、お茶を一杯飲むくらいの余裕を持って行動しましょう。
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・・・調子を確認しましょう！

　・・・夜間の運転は控えましょう！

・・・今、出掛ける必要があるか考えましょう！

　・・・常日頃、通り慣れた道を運転しましょう！
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ドライブレコーダーは、事故発生時の貴重な証拠となるほか、ご自身の運転を客観的
に確認することができます。東京海上日動では、ドライブレコーダーを活用した先進的
なサービスを提供しています。
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地震が起きた後に家族と連絡をとる方法の代表的なものが「117 災害伝言用ダイヤル」
です。家族間でどの電話番号を「キー番号」として利用するか予め決めておくことが大
切です。
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切です。

非常持ち出しのセット、準備されていますか？リュックタイプ
の袋などにまとめておき、すぐに持ち出せる場所に置いておく
のが理想です。
ぜひ、この機会に自分に必要なものについて考えてみてはいか
がでしょうか。　
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エール保険事務所鹿屋支店では昨年地域・社会貢
献活動の一環として防災をテーマにした授業で小学
生向けには「笠之原小学校」、企業向けには「鹿屋ロー
タリークラブ」で実施しました。
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津波が発生する地震のメカニズムは日本周辺にある
4 つプレートが境界上でそれぞれが押しあったり跳ね
あがったり、あるいはプレートの内部がずれを生じる
ことで地震が発生します。
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いつも自分が行く場所や旅行先では、まずこのサインを自分の目で確認する事がとても
大切です。
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津波注意 津波避難場所 津波避難ビル

もとに戻ろうとする力が
たまっていく

地震・津波が
起こる仕組み

地震・津波編防災授業

日常生活の中で、大きな問題ではないのだけれど、どうにかしておきたい困ったことが
ありませんか？例えば、家の塗装の塗り替え、車検の依頼、今度の親睦会の会場 etc…。
そういった時は、是非私共にお声掛けください。
弊社は、お取引法人が約１２００社ございます。きっと皆様のお困りごとを解消できる
法人様をご紹介することができると思います。自動車整備工場や、医療介護施設、建設業、
飲食店等々、多種多様な業種の方々とのお付き合いがあります。
保険代理店というと、「保険の話だけ」と思われる方もい
らっしゃるかもしれません。しかしながら、私達は、皆様と
保険以外でのお付き合いもさせていただき、「痒い所に手が
届く」代理店でありたいと願っております。
困ったなぁ…そういった時は、皆様の営業担当に是非ご相
談してみてくださいね。

【ヒュッゲ】という言葉をご存じですか？
【ヒュッゲ】は、幸せな国ランキングで何度も１位を獲得しているデンマークの言葉です。
明確な日本語訳はないそうですが、安らかで心地いい時間を過ごすときに感じる気持ち、
精神的な幸福のことを言うようです。
【ヒュッゲ】の第一歩、それは特別なことではなく、日常にあるささいな幸せに気付き、
向き合うことだといいます。

●丁寧にドリップしたコーヒーを、お気に入りのカップで飲む。
●観葉植物や花を飾る。
●普段の料理をちょっといいお皿に盛りつける。
●着心地のいい服を着る。
●家族との時間を大切にする。
●職場の自分のスペースに好きな絵を飾ったり、アロマを置いたりする。

なんだか私たちの生活にも取り入れられそうな気がしませんか？
昨今のコロナ禍により、外出自粛やテレワーク等で生活が大きく変化したことはもちろ
ん、そのような生活がいつまで続くか見通しがつかないことに対し、不安やストレスを
感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
適度なストレスは、脳の活性化や活動力アップにつながりますが、過剰なストレスは心
身に悪影響を及ぼします。

日常を少し丁寧に過ごしてみる、それだけで心に余裕が生まれ、いつもより心地よく過
ごせるかもしれません。
この機会に、自分なりの【ヒュッゲ】を見つけてみてはいかがですか？
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