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寒さが和らぎ、木々の芽が膨らみ始め、お花見の季節がもうそこまでやって来ました。
皆様いかがお過ごしでしょうか？前回のもみじ便りには、お客様方から、「永観堂、行って
きたよ」「先斗町で呑んだよ」｢釣りをするの？釣り日記よかったよ」等、多くの反響が寄せら
れました。我々、発信する側にとって皆様からのこういった声が一番嬉しいものです。
本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。
また、保険料を頂きながら会えないままになっているお客様も、数多くいらっしゃいますこと
を、日頃より大変申し訳なく感じております。少しでも接点を保ちたいとの思いから始めた
季節の便りです。皆様からの応援の声を励みに長く続けて行きたいと思っております。
今回は、平安神宮神苑をご紹介いたします。

お客様の声から誕生しました。今までの保険を超える「日本で唯一」生命保険
と損害保険の一体型保険です。あなたとご家族の安心を、一生涯にわたり総合
的にサポートしていくメリットの多い保険です。日常生活のリスクをこの保険１本
でほぼカバー出来ます。 韓国の保険会社では、東京海上日動の商品提供に
より既に大ヒット商品となっているそうです。素晴らしい商品にもかかわらず、
一部の超保険取扱プロ代理店しかこの商品を提供できないため、CMや広告
宣伝はされていません。しかし、静かにお客様に波紋が拡がっています。
そんな超保険の世界から、魅力をいくつかご紹介致します。

１．自動車保険を超保険でカバーすると
（１）２台目の車に、今の車の割引が使えます。
「超保険で良かった！」と、最も実感できるメリットです。従来の自動車保険
では、新規で割引なしで契約するか、１台目が１１等級以上の場合はセカ
ンドカー割引の適用が可能です。超保険なら人と車のリスクを区分した運
転者方式なので、２台目の車にも１台目の割引率がそのまま適用され、保
険料節減効果は抜群。お客様に感動していただけます。（従来の自動車
保険との較差が１０万以上になることもあります。但し、超保険で１年以上
の契約期間が必要です。）
（２）年齢条件の見直しが不要、年齢条件の間の方は割安です。
自動車保険では①年齢条件なし②２１歳以上③２６歳以上④３０歳以上
⑤３５歳以上と区分され、若年層ほど
保険料が割高です。超保険なら１歳
刻みの年齢条件設定で②〜⑤年齢
条件すぐ下の方は特に割安です。
平安神宮神苑
朱と緑が鮮やかな正面からの社殿が印象に残る平安神宮、ここだけ見ていく人も多いの
ですが、この北側に社殿を取り囲むように3.3万㎡の神苑がひかえています。この神苑は
４つの庭と３つの池からなる明治時代の代表的な日本庭園で、春の枝垂れ桜、初夏の
杜若・菖蒲、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々に素晴らしい景観が楽しめます。これは
東神苑の橋殿（泰平閣）から貴賓館（尚美館)方向を写したものです。桜の頃はここと
南神苑の入口の門をくぐり空一面の紅枝垂れ桜が見所です。年度スタートの4月は
入園・入学、社会人として、、、皆様のまわりにも新しい船出を心待ちにされている方が
いらっしゃることと思います。各地で新しい旅立ちを満開の桜が華やかに祝ってくれるこ
とでしょう。（私の息子もこの4月東京で社会人スタートです。）
（写真・文/大塚）
お手頃・お奨めの店・・・ゆば泉宝ヶ池店（左京区岩倉南三宅町７０−１）
学生時代の下宿がすぐそばでした。白川通り北進、宝ヶ池通りで左折すぐ北側、
京都ゆば料理のお店、予約（075-703-2700)しておくと岩倉・宝ヶ池巡りが便利です。

(3)他人の車を運転する場合の補償が限
定されず、自分の車と同じ安心が得ら
れます。同乗者の補償範囲も拡がり更
に安心です。
人身傷害、搭乗者傷害、積載動産等の付随費用が自車乗車中と同様に
補償され、同乗者の分まで支払われます。
（４）通勤・通学がお得です。
超保険では日常・レジャー使用と通勤・通学は同じ保険料です。
現行自動車保険では、通学通勤だと保険料が高くなってしまいます。
（５）車両免責「０」が複数回適用出来ます。
運転者毎、使用中・保管中毎に「０」免責が適用できるため、父、母、子供
A、子供Bと複数回「免責０」が適用される可能性有り。

（６）「車対車＋A」のエコノミー車両保険でも「当て逃げ」を補償
通常自動車保険では、補償対象外ですが、超保険では保管中のリスクと
して「当て逃げが補償」されます。しかも割引等級は据え置きです。
（７）車両保険なしでもロードアシストサービスが対象
TAP自動車保険では人身傷害＋車両保険の付保が必要ですが、超保険では
自動車リスクが付保されていればサービス対象となります。（車両なしでもO.K）

２．火災保険を超保険でカバーすると
（１）地震による損害を最大１００％補償します。
現行の地震保険では火災保険の保険金額の
５０％以下しか保険金額を設定できないため
自己負担なしで再建することが不可能でした。
超保険では特約により地震による損害を１００
％補償します。
（２）複数物件（住宅、店舗併用住宅物件のみ）
をお持ちの方は割引があります。
従来の火災保険では複数物件（自宅・別荘・貸家など）をお持ちの方も各々個
別に保険契約していました。超保険では独自料率により物件を多く所有されて
いる方には、１本にまとめることで合理的でより割安な
価格設定になっています。

３．週末のスポーツをより安心して楽しむために
週末や休日には、テニスやゴルフが趣味という方、怪我のリスクも日常生活に
比べてこの時が高くなります。テニスやゴルフの時のケガに限定した傷害保険
を手当する事が可能です。毎月の保険料はたったの５０円！

４．こんな割引もあります

まとめて割引

月々の保険料が８，０００円以上になりますと、まとめて割引２．６％が適用されま
す。この割引は意外に大きく、こんな割引は他の保険商品にはありません。
また、一般の保険商品は、月払いにすると５％の分割割増がありますが、超保険
は、それがなく月払いも年払いも同じ保険料です、

超保険事例紹介
事例紹介

※今までご夫婦で２台の車を所有していましたT崎様、最近ご長男が自動車免許を
取得され、新たに１台購入されました。現在の超保険と同じ補償内容の自動車保
険でのお見積ですと、２８８，６００円もの保険料（１年）になりました。超保険に組込
むと保険料は１６７，９０４円（１年）、なんと約１２万円も安く補償を買うことが出来た
と喜んでいただいております。

「民間医療保険トラブル急増」・・・これは今年１月１０日神戸新聞朝刊の掲載
記事です。がんなどの病気の手術、入院に備えるための民間医療保険を巡る
トラブルが増えている。消費生活センターなどに寄せられた医療保険に関する
相談は年々増え続けており、昨年度は過去最高の１，７５５件。今年度はそれを
上回るペースで増えている、というものです。内容別では①契約内容や解約に
関する相談、②説明不足などの販売方法、③問い合わせに回答が無いなどの
接客対応と続いています。昨年以来、保険業界の競争が過熱する中、不払い
や業務停止が相次ぎ大きな社会問題となりました。自己防衛策として、また保
険を上手に活用するためには、次の点に注意しましょう。
○契約時には保険内容を充分に確認すること。
（小さい文字にも注意）
○説明時のメモや設計図は契約時書類、証券、
約款と共に保存すること。
○免責事項をしっかり確認すること。

１．がんと粒子線治療
<兵庫県立粒子線医療センター>

今まで、がんは長期の入院、入退院の繰返しというイメージがつきものでした。
粒子線治療では、約１週間の検査入院の後、粒子線照射は通院による治療が
可能です。播磨科学公園都市にある県立粒子線医療センターでは、一般の
病院で見られるパジャマ姿の患者は見られません。ここでは、クライアントを患者
ではなく閑者と呼んでいます。ゴルフ、テニス、映画鑑賞を楽しみながら照射治
療を受けているのです。医療の発達に伴い、がんは治療方法により入院日数が
大きく異なり、入院にかかる費用が治療にかかる費用に変化しているのです。
ここで入院給付金だけでなく、「がん診断給付金」が必要になってきます。
前述の超保険のご契約者は、がんの診断給付金だけ
の契約も可能です。従来のがん保険にご加入の方で、
診断給付金だけ欲しい方にはもってこいの保険です。
新たに超保険をご希望のお客様は、自動車保険や火災
保険の切替時にご検討をお奨めします。

２．医療保険

超保険パンフレットです

病気や怪我の入院に備えて医療保険にご加入の方は
多いと思います。商品によって入院日数が６０日型、１２０
日型などがありますが、超保険では６０日、１２０日、３６０日、７３０日、１０９５日
と幅広い設定が可能です。また入院日額５千円、１万円のように定額払い商品
が一般的ですが、上限を設定しその範囲内なら実際にかかった医療費をすべ
て補償する手厚いタイプも選べます。病気だけ、怪我だけの補償も可能、細か
なニーズにも対応可能です。

○認知症の事故
５年ぐらい前だろうか、対向車がセンターラインを超えてこちらに向かってくる。
右折して、私の前を横切ってどこかに侵入できる場所も道もない道路でのこと。
結局、停止することも出来ないタイミングだった為、何とか左によって交わすのが、
精一杯で、ドアミラー同士の接触。
その時は大事には至らなかったが、今思えば相手の方は高齢の男性で悪びれ
た様子もなく、現状が把握できていない様子から近頃よく耳にする認知症になっ
ていたような気がします。（あくまでも推測ですが。）
警視庁の６９歳以上のドライバーを対象とした記憶や判断能力に対する検査で
は２６．２％、７５歳以上に限れば、３４．２％の方に、認知症の疑いか認識能力低
下が見られます。認知症の方が関係した事故は加害
者になった時も被害者になった時も、やりきれない状
況でしょう。 自動車保険に携わっている我々として
もこれからの保険の内容や、事故時の対応が重要
であり、益々難しくなっていくことでしょう。

１０月９日（ＰＭ４：３０〜）今回は福泊にある姫路市遊魚センターに姉の
子供を連れて行きました。
私は５年追い続けたチヌ！を狙い。子供はガシラ・地球！！ 狙いです。
チヌ用の餌は市販のチヌパワー・さなぎ粉にシラサエビ！子供はシラサエビ。
子供の竿にはフグ（５㎝〜）ばかりが釣れ最初は喜んでましたがだんだん
飽きてきたようです。
３０分後、私の浮きが海中深く沈みました！ 慌ててリールを巻き引き
上げようとしましたが、かなり重く！ これはもしかして？「ジョーズ！！ 」
竿が大きくしなりなかなか上がってきません。
周りから人がたくさん集まって来ました！
「スゲー」 「何々？」 少し私も緊張してリールを巻きました（冷汗・・・・）
なんと！！ 上がってきたのは前回と同じ「ボラ（５０㎝）」ではありませんか！
「なんやボラやん・・・」周りの人もがっかり・・・当然、私ももっとがっかり・・・
さぁ、今度こそは大本命を釣り上げるぞ！ っと気を取り直し釣るゾォー！！
浮きがまた、スーっと深く沈みました（驚）
今度こそは本命？さっきのボラよりは軽い感じ 「さて何？」
海面近くまで魚が上がってきました。

○人身事故１０年で倍・・・ドライバー進む高齢化
兵庫県内で２００６年、６５歳以上の高齢ドライバーが起こした人身交通事故が
４，３６６件に上り、１０年で倍増しました。中でも７５歳以上の事故が３倍を超えて
おり、加害者側の高齢化が進んでいます。高齢者は交差点での出会い頭の事故
が３割と最多で他の年代に比べて突出。発生場所の３２％が信号機のない交差
点で、一時不停止やハンドル操作のミスが多かった。高齢者は若い世代よりも
個人差が大きく、それぞれの運転適正をチェックできる体制が必要。
今年２月２５日の神戸新聞朝刊からです。自分から運転を止めるのは難しそう、、、

○運転免許証のICチップ化
今年の１月から、東京、埼玉、茨城、兵庫、島根の5県で、ICチップを埋め込んだ
免許証の交付がスタートしました。
チップの容量は８キロバイト。OSが２キロバイト、写真が２キロバイト、記載事項が
４キロバイト。記載事項は、従来の免許証の券面にあったものと同じで、氏名、
生年月日、本籍・住所、免許証交付年月日、有効期限の末日、免許の種類、
免許証番号等です。
この内容については、運転者自身が、読取機
を使って確認できるそうですが、これら以外のデ
ータが書き込まれているかもしれない部分もある
かもという情報もチラホラ。
偽造を防ぐという意味では良いと思いますが、
個人情報の流出のトラブルが絶えない現状で、
このようなICチップでの管理など心配な点もある
（担当：上阪）
のでは、、、？

チヌですっ！
２５㎝ほどの大本命が釣れました（感動！！ ）
この時を５年間待ち続けました（笑！！ ）
これまでに海にまいた餌は（１トン！ ？）
少ない小遣いを餌代につぎ込んだ甲斐が
ありました。

本当に感動しました。
一緒に来た子供に自慢し携帯で写真も
撮りました。そして、「アクシス釣り同好会」
本部長大塚氏にも写メールを送りました。

その直後です！
２匹続けて同型のチヌがヒット！ （ビックリ！！ ）
自分も凄く驚きました。５年間釣れなかったチヌが
この日はなんと３匹！！
「今までの私はいったい何？」
「釣りも運ですか？」
まぁ、今までは運が悪かった事にします（大笑）
次回の「紅葉便り」では、大浦海岸での釣りと
夏のブラックバスについて書こうと思っております。

<写真/室津・大浦海岸>

２月１２日（月）から２月２６日（月）の２週間
減量（ウェストサイズダウンにも繋がる）に
挑戦してみました。２０歳代テニスの試合に出ている頃は６８Kg〜７２Kgの体
重でした。最近では７６Kgが普通。まずは野菜中心、しかも量を減らして５日
目には５Kg減量、この間の１日の食事は朝（サラダ、卵、豆腐）、昼（トマトジ
ュースとレモン１切れ）、夜（サラダ、林檎１個、チーズ、納豆）こんな感じで、
ごはんは１週間で１口ほど食べただけ。週末にテニスの練習に参加、初めの
うちは身体が軽いと感じたけど、長時間に耐えるスタミナが不足。第２週目は
野菜中心はそのままで、ほんの少し肉、魚を加え運動の前だけ米、パンをほ
んの少し。週末の練習は身体が軽く動きも早く快調、体重も７１Kg前後と５Kg
（大塚）
減を維持。血圧も下がりました。あと３Kg減量に挑戦中です。
減量実践してみました

ウエストのサイズダウンで健康アップ
■■■

メタボリックシンドローム の予防に重点

■■■

●メタボリックシンドロームの怖さ
なぜ「メタボリックシンドローム」がクローズアップされるのでしょうか？それは、
生活習慣病患者やその一歩手前の状態の人（予備軍）は、内臓脂肪型肥満を
共通要因として、高血糖、脂質異常、高血圧の状態が重複している場合も多く
これらの人は虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症リスクが大きいという最近の
研究により明らかとなった考え方を基本としています。
●生活習慣病は死亡原因の約６割
厚生労働省「平成１７年 人口動態統計月報年計（概数）の概況」をみると、
がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の死因別死亡数の割合は、
約６割（がん３０.１％、心疾患（高血圧性を除く）１６.０％、脳血管疾患１２.３％、
糖尿病１.３％、高血圧性疾患０.５％）となっています。
生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子
である高血圧症、糖尿病、高脂血症等の有病者やその予備群が近年増加して
います。厚生労働省「平成１７年 患者調査の概況」によると、高血圧性疾患の
総患者数が最も多い約７８１万人で、前回調査（平成１４年：約６９９万人）より
約８２万人も増えています。また、糖尿病の総患者数は、男性が約１３２万人、
女性が約１１５万人、計約２４７万人となっており、前回調査（平成１４年：
約２２８万人）に比べて約１９万人増加しています。
糖尿病に続いて患者数が多いのはがんで約１４２万人、次いで脳血管疾患が
約１３７万人と、生活習慣病に関連した疾患が目立っています。
●診断基準は？

現代社会のNO.1キィワードはビジネスに
おいてもプライーベートにおいても『健康』
です。健康法は様々で人の数だけあります。CMや広告などの流行に惑わ
されず、自分に合った健康法をみつけて毎日実行し習慣にすることが大切
です。何事にも古来より不変の流れがあります。それは時代が変わっても変
わることなく、人々に脈々と受け継がれていきます。今日から健康アップ！
自分だけの健康法を探してみては如何でしょうか？参考までにいくつか
次にご紹介致します。自分に合うところだけ、取り入れてみては、、、、
１．貝原 益軒の養生訓
２．真向法 「私は１２５歳まで生きる」より TOEIC会長・弁護士 渡辺 弥栄次
３．私の健康法 「激変時代の知恵袋」より 船井 幸雄
４．運動を始めるのに遅すぎる年齢はない 「人生はいつも今から」 三浦 雄一郎
（大塚）
５．健康ネット http://www.health-net.or.jp/
健康法紹介

私達は、お客様へ

長い安心・深い信頼・確かな未来 を

主な死因別死亡数の割合(平成17年）

必須項目は、内臓脂肪蓄積のマーカーとしてウェスト
周囲が男性で８５cm以上、女性で９５cm以上。さらに
以下３項目のうち２つ以上を有する場合をメタボリック
シンドロームと診断する、と規定しています。
①血清脂質異常・・・トリグリセリド値１５０mg/dl
以上、またはHDLコレステローロル値４０mg/dl
未満のいずれか、または両方
②血圧高値・・・最高血圧１３０mmHg以上、最低
血圧８５mgHg以上のいずれか、または両方
③高血糖・・・空腹時血糖値１１０mg/dl以上
放置しておくと命にかかわる病気の発症につながる『メタボリックシンドローム』
その危険性を認識し、ぜひ生活習慣の改善を！

お約束できる企業を目指します。
〒670-0955
姫路市安田４丁目１１３番地
大東ビル ２階
ＴＥＬ：０７９−２２５−２２０１
ＦＡＸ：０７９−２２５−２２０２
E-mail：axis21@king.odn.ne.jp

URL:http://www.tmn-agent.com/axis21/

