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新年あけましておめでとうございます。昨年も大変お世話になりました。この場をお借りして感謝申し上げます。

「１年の計は元旦にあり」という言葉がありますが、皆様はいかがでしょうか？私も毎年、年末年始と今年はどうい
う年にしようかと思いをめぐらせます。仕事のことはもちろんですが、昨年から「健康」について考えさせられるこ
とが多くなりました。当然自分のまわりからも影響を受けますし、自分自身に起きていること、そして今年ついに
４０歳という厄に突入している年齢を迎え、とくに健康管理を大事にしなければと思う新年です。
また仕事に関しては昨年は自分の中では「チャレンジ」ができなかった年だったと反省しております。私の好きな著
名人で元プロ野球監督の野村克也氏の著書のなかで『「失敗」と書いて「せいちょう」と読む』というフレーズがあ
ります。要はチャレンジして失敗を経験していくことが成長につながると私は解釈します。今年は父である会長が創
業して節目の５０年を迎えます。もう一度チャレンジ精神をもってスタートする１年にしたいと思います。
何だか決意表明みたいなあいさつになってしまいましたが（笑）、本年もどうぞ「小酒保険」、ならびに保険ショップ
「やさしい保険相談すまいるプラザ」をご贔屓賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

創業 50 年の実績・年間 500 件の事故対応 !     
■㈱小酒保険　本社
〒923-0032   石川県小松市荒屋町丁3-1
                        TEL:0761-22-6728     FAX:0761-22-6736

■すまいるプラザ
〒923-0801   石川県小松市園町ハ23-1　
　　　　　　アルプラザ小松 2F
                        TEL:0761-58-0875    フリーダイヤル :0120-117-868

                        FAX:0761-58-0837

■E メールアドレス : kozaka63@quartz.ocn.ne.jp

■ホームページ :　　 http://kozaka.com/
　Yahoo!、Google では「小酒保険」で出てきます。

■小酒廣士のブログ（日記）「お客様の輪を広げようブログ」　
　　　　　　               http://blog.kozaka.com/  

●取扱保険
　・自動車保険　　  
　・火災保険　・傷害保険
　・家計にやさしい生命保険　20～40代の世帯に大好評  など

●取扱会社

　三井住友海上グループ・メットライフ生命　　
    アメリカンファミリー・ソニー生命
　オリックス生命・AIG 富士生命

--- 営業時間 ---　
■本社　　　　　　月～金　　　　　  9:00 ～ 17:00　　18:00 以降は転送電話にて対応します
■すまいるプラザ　月～金・土日祝　10:00 ～ 20:00　　休業日　月 1 回（第 2 または第 3 火曜日）

西村　外次山根　留男松ヶ浦　裕花

松本　沙樹池田　祥広島　有希子

上西　圭子黒本　真由美市村　匡平

北川　智山内　和久小酒　政善小酒　廣士

すまいるプラザ　フリーダイヤル

0120-117-868

■提携店 ワールドバケーション（井深 健司）
〒920-0997   石川県金沢市タテマチ42-2
                        TEL:076-255-2000　 FAX:076-255-0120



今年も社員旅行へ行ってきました！
今回の旅行は『鎌倉・横浜チーム』と『東京チーム』の
２班に分かれて楽しんできました！

有限会社

ワールドバケーション
〒920-0997 

石川県金沢市竪町 42-2 西多ビル 2F
営業時間　12：00 ～ 20：00　水曜・日曜定休
http://w-vacation.jp/　TEL : 076-255-2000

< メンバー >　上西　　黒本　　広島　　社長　　北川 <メンバー >　池田　　山内　　松ヶ浦　　山根　　松本　　市村
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上西　　　合鹿庵の馬場さん　　　黒本

能登町に伝わる農耕神事のことで、見えない田の神を
家に招き、五穀豊穣を祈り、ごちそうでおもてなしして
感謝を捧げる民俗行事です。毎年 12 月 5日に神様を
家にお招きし、2月 9日に田へ送り出します。

田の神様は夫婦神とされており、
田から榊に宿して家にご案内します。
寒い田から来ていただいたら、まずは
囲炉裏にあたって休んでもらいます。

神様を座敷に案内し、
今年の収穫に感謝の言葉を述べ
ます。甘酒、ハチメ、大根など、
神様の好物を御膳に用意してあ
ることを伝え、一品ずつ料理を
神様に説明します。神様は家で
年を越し、春まで種もみの中で
休みます。

お風呂の準備が整ったら、
囲炉裏で休憩している神様
をお風呂に案内します。

あえのことの儀式が終わったあとは、能登の食材をたっぷり使った
お食事をいただきました。
能登牛の串焼きを囲炉裏で焼いて食べました。
デザートは辻口シェフ特製のブルーベリーアイスでした。

「あえのこと神事」
体験してみました！

2009

神々の宴  in  合鹿庵　（ 完全予約制 ）
日時　毎月第２、第３土曜と日曜（７月と８月は休み）
　　　昼１２時００分～１３時３０分
　　　※神事は約２５分　食事は約６０分

定員　２５名まで
料金　５,４００円
　　　（神事実演体験、食事、消費税含む。飲み物別途）

その他、貸切宴 (１２名以上の団体のみ・平日可 ) も出来ます。
詳しくはお問い合わせください。

＜ ご予約申込＆お問い合わせ先 ＞ 
予約は毎回の開催日の２日前までに
電話、ＦＡＸ、メールで受付いたします。

電話　　： 0768-76-1680
ＦＡＸ　：0768-76-1681
メール　： syokukou@ca3.luckynet.jp

合鹿庵
石川県鳳珠郡能登町

字上町ロ部 1-1
柳田植物公園内　合鹿庵
http://yanagida.main.jp/
TEL : 0768-76-1680
FAX : 0768-76-1681

北海
道地方

関東地方

中国地方

東北地方

中部地方
近畿地方

九州地方

平成２８年は申年です。
各地に申年にまつわる赤い下着の言い伝えがある
のを聞いたことがありますか？

キーワードは、　 ①赤い　②下着　③パンツ
④身内　⑤年下　⑥女性　⑦子ども　⑧申の日

日本各地でいろんな申伝説があるようです。

日本各地の
申年の言い伝え

だけど、このような「申年に赤い下着を贈られると健康に過ごせる」などの言
い伝えを知っているのは約４人に１人、赤い下着を持っている人は約５人に
１人、赤い下着を貰ったりしたことがある人は約１０人に１人しかいないそ
うです。
アルプラザ小松店さんも申年に合わせて赤い下着コーナーを設置しています。
みなさん、身内の人が元気で長生きできるように、下着売り場へ Go!

「申年に梅干しを漬けるとよい」「申年の梅干しは体にいい」と言われています。
「申梅」の言い伝えは平安時代にさかのぼります。
平安時代、第６２代村上天皇が申年に漬けた梅干しと昆布茶で病を治したことから、
「申年の梅干しは体にいい」と言われるようになったそうです。

ところが、申年は梅が不作になる年が多いそうで、せっかくの縁起物なのに…
ともあれ自分用はもちろん、親しい方にプレゼントするのも喜ばれるかもしれませんね。

１２年に１度の「申赤」！
今年の干支は申年。

申年にまつわる言い伝えをもうひとつ。

申年と言えば、「梅干」！

いずれにせよ、申年は「難が申(去る )」「病が申 (去る )」ということで
良さげな言い伝えにあやかりましょ～
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http://hokenshop-smileplaza.com/

アル･プラザ小松店　すまいるプラザ

似顔絵クッキーをつくろう！

２０１６
プライベートでは体重マイナス５㎏
（６８→６３㎏）絶対やります！
仕事では５０周年を迎え、
新たなサービスを確立する！
新規採用する。 

今年こそは、お客様のために
お役に立てるような仕事ができるように
なりたいと思います。
そしてお菓子を食べる量を減らします。

計画→行動→反省を繰り返し、
時間管理の改善をし、仕事の効率化を！
　　　　　　↓
人生の充実感アップや
ウォーキング等の時間を増やす !

健康第一！最低週 3 回の運動で
-１０㎏を目指します。
そして公私共に、笑顔溢れる
1 年にしていきたいです！

プライベートでは -１０kg を目指し、
最低週に１回は運動をします！
仕事では、来年度で入社３年目になる
ので、お客様のお役に立てるよう
資格を取得します！！

昨年満足にできなかったことを克服、
再チャレンジする１年にしたいです。
プライベートは、おいしい料理を作
れるように日々練習と勉強をする！

顧客管理を充分管理、把握し、
早期更改につとめる。
顧客の事故管理・フォローし、
スピード対応する。

１２月で３０歳になり、体調管理に
気を付けます。（主に体重）
今年こそ、昨年出られなかった
金沢マラソンに出るぞ！
仕事は『迅速果断』を心掛けます！

①「使えるＦＰ」になること。
②お茶の作法を身に着けること。

プライベート：趣味を持つ、休日を
有意義に過ごす。
仕事：お客様満足度の高い接客をする。

すまいるプラザについてより多くの方
に知ってもらえるよう努める！
既存のお客様ともっと関係を深める！
プライベートは沢山旅行に行く！英会
話を習いに行く！

同じものを見ても、認識力によって、
感動が違います。それで、お客様にも、
自分にもより多くの感動があるように
より多く知識を得たい。

喜寿にして新しき知識を得る喜びあり。
『日本語連濁』…小酒＝コザカである。
まだまだ学習すべきこと多く、新老人
として傘寿を目標に生きる。

社長 会長

山内　和久 北川　智

黒本　真由美 上西　圭子

市村　匡平 広島　有希子

池田　祥 松本　沙樹

松ヶ浦　裕花 山根　留男

西村　外次

追突事故の特徴 

本年も宜しくお願いします！
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名人で元プロ野球監督の野村克也氏の著書のなかで『「失敗」と書いて「せいちょう」と読む』というフレーズがあ
ります。要はチャレンジして失敗を経験していくことが成長につながると私は解釈します。今年は父である会長が創
業して節目の５０年を迎えます。もう一度チャレンジ精神をもってスタートする１年にしたいと思います。
何だか決意表明みたいなあいさつになってしまいましたが（笑）、本年もどうぞ「小酒保険」、ならびに保険ショップ
「やさしい保険相談すまいるプラザ」をご贔屓賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

創業 50 年の実績・年間 500 件の事故対応 !     
■㈱小酒保険　本社
〒923-0032   石川県小松市荒屋町丁3-1
                        TEL:0761-22-6728     FAX:0761-22-6736

■すまいるプラザ
〒923-0801   石川県小松市園町ハ23-1　
　　　　　　アルプラザ小松 2F
                        TEL:0761-58-0875    フリーダイヤル :0120-117-868

                        FAX:0761-58-0837

■E メールアドレス : kozaka63@quartz.ocn.ne.jp

■ホームページ :　　 http://kozaka.com/
　Yahoo!、Google では「小酒保険」で出てきます。

■小酒廣士のブログ（日記）「お客様の輪を広げようブログ」　
　　　　　　               http://blog.kozaka.com/  

●取扱保険
　・自動車保険　　  
　・火災保険　・傷害保険
　・家計にやさしい生命保険　20～40代の世帯に大好評  など

●取扱会社

　三井住友海上グループ・メットライフ生命　　
    アメリカンファミリー・ソニー生命
　オリックス生命・AIG 富士生命

--- 営業時間 ---　
■本社　　　　　　月～金　　　　　  9:00 ～ 17:00　　18:00 以降は転送電話にて対応します
■すまいるプラザ　月～金・土日祝　10:00 ～ 20:00　　休業日　月 1 回（第 2 または第 3 火曜日）

西村　外次山根　留男松ヶ浦　裕花

松本　沙樹池田　祥広島　有希子

上西　圭子黒本　真由美市村　匡平

北川　智山内　和久小酒　政善小酒　廣士

すまいるプラザ　フリーダイヤル

0120-117-868

■提携店 ワールドバケーション（井深 健司）
〒920-0997   石川県金沢市タテマチ42-2
                        TEL:076-255-2000　 FAX:076-255-0120


