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平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。本年度は創業から50年、法人化して40期を迎える年となります。
さらなる発展とお客様への更なるサービス向上を提供すべく頑張っていきますので、今後とも変わらぬご支援をよろしくお
願い申し上げます。
4月からは主に企業様向けの取り組みとしてセミナーや研修など経営に役立つサービスを新たに展開してまいります。一部
のお客様にはすでにご案内しておりますが、保険周辺分野も含めてお客様のリスク管理の役目を果たしていきたいと思いま
すので合わせてご利用いただければと思います。

さて、先月熊本県において大規模な地震がありました。比較的これまで地震のない地域として思われていた熊本県でしたが、
震度７クラスでしかも一度ならず短期間二度までも起きると民家はともかく市役所や熊本城まで倒壊してしまうという大変
な被害をもたらしました。同業で交流させていただいている先輩と少し話ができましたが、本当に死ぬかと思ったとおっ
しゃっていて、いつも明るい方が相当にショックを受けていることが電話の声でもよくわかりました。

私どもがやれることというのは限られているのかもしれませんが、少しでも復興に協力できればと考えております。
また、日本のどこにいても安心はできないということが今回皆さんも認識されたかと思います。本当に起きた場合に備えて
防災用品の準備や避難場所の確認、また我々の分野でいけば地震保険の確認に始まり、今回も東日本のときも意外と盗難の
被害も多かったようなのでそのあたりの備えも必要なのかもしれません。一度しっかりとチェックいただければと思います。

それでは第 26号もよろしくお願いします。



動物にごはんをあげてみよう！エサやり体験コーナー

今回は能美市のペットショップ、
手取フィッシュランドさまの魅力をお届けします！

ペットショップ担当の矢崎さんとともに
元気で魅力的な動物たちを紹介していきます！

錦鯉
エサやり体験

リクガメ
エサやり体験

1 回 200 円

1 回 100 円

大きな錦鯉がエサを食べに来ます。手から直接食べてくれますよ！
エサは錦鯉の形の販売機から買うことができます。

リクガメのマルちゃんに
エサを与えることができます！
マルちゃんは時々店内をお散歩しています。

ペットショップのアイドル
マルちゃん



手取観光　株式会社
手取フィッシュランド 本店

〒923-1101
石川県能美市粟生町ツ 58
営業時間10：00 ～ 19：00

年中無休
TEL : 0761-57-2195

ワンちゃんや猫ちゃんはもちろん、小鳥や小動物など
販売しているペットでも、慣れている子には触れることが
出来ます。蛇やトカゲなどの爬虫類も触れますよ！

運が良ければ、鷹の訓練に遭遇
することができます。
迫力たっぷりな鷹の訓練はなかなか生で
みることができません。
これは一見の価値ありですよ！
（←ペットショップの滝下さん）

鷹の訓練やってます！

●取扱ペット
犬・猫・うさぎ・ハムスター・鳥・熱帯魚・金魚
錦鯉・爬虫類・昆虫など、幅広く取り扱っています

かわいい ! ちょっと不思議 ! ?

●Pーぽ金沢店
〒920-0014 
石川県金沢市諸江町29-20
TEL：(076)223-5423

営業時間：
10:00 ～ 20:00　
年中無休 

〒910-0838
福井県福井市新保北1-303
（ワイプラザ内）
TEL：(0776)52-7771
営業時間：
10:00 ～ 20:00　
年中無休 

●福井店



ワールドバケーション
金沢市竪町 42-2
西多ビル２Ｆ

営業時間12：00 ～ 20：00
水曜日定休

TEL : 076-255-2000

とにかく美しすぎるロケーションの中でウェディングをしてみませんか！
空の青さやビーチを望む風景、そこに佇むだけでおふたりの世界へ運んでくれます。

挙式のお二人だけでなく、そこに立ち会う方々までも「特別な幸せな時間」を共有できるのが魅力です。

あこがれの海外ウェディング

お問い合わせ

ご予約・ご相談

お待ちしております。

どんな国がおすすめなの？
ハワイは、ショッピングや遊びのメニューの充実度が高く、また自然と一体となって楽しむことができることが魅力。
日本語も比較的通じ、小さなお子様の急病や年齢の高い方や車イスなどのハンディキャップがあっても、充分対応ができます。
飛行時間が短いビーチリゾートの「グアム」や「沖縄」でも、ハワイ同様にお過ごしいただけます。
ご家族も一緒に、青空や広い海や広い雲が美しい「ビーチフォトツアー」もおすすめです。

「オーダーメイドハネムーン」で挙式後のハネムーンも楽しもう！
挙式後のハネムーンは、さらにアメリカ本土やマウイ島やハワイ島などの離島へ向かうのもおすすめ。
ハワイ挙式後、ラスベガスにて滞在し、グランドキャニオン観光やカジノを楽しみ、さらに飛行機で
ナイアガラの滝へ、などといった欲張りコースも可能です。
「オーダーメイドハネムーン」ならご希望に沿って、お客様と相談しながら作り上げる過程を楽しめます。
行き先が決まっていなくても大丈夫。思いつく旅のイメージや体験したいこと、召し上がりたいものなど
何でもお伝えいただけば、弊社のハネムーンプランナーが旅行を作り上げます。

家族と過ごす時間が長く、思い出がたくさんできる！
挙式前のご両親との時間や挙式後、みんなで囲む食事など素敵な深い時間を過ごせます。
小さなお子様連れでも大丈夫。おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に、笑顔で過ごす数日間。
いつまでも心に残る素敵な時間をお過ごし下さい。

海外の美しい風景や開放感の中で、ご両家はいつのまにか笑顔になり、自然に会話に花を咲かせます。
母親同士が海を見ながら自然に語り合っていたり、ショッピングに出かけたりと。
最初は「なぜ海外？」と言っていた両親が、帰国後「よかった！」と言うのには、こんな理由がありました。



4 月 14 日、ホテルサンルート小松にて第 1回のセミナーを開催させていただきました。

第 1回は、講師にランチェスターマネジメント金沢　代表　小嶋　隆史様をお招きし、

「知ってるようで、知らない必勝の戦略」というテーマのセミナーを開催させていただきました。

約 20社の若手経営者、後継者の方々にご参加いただき、セミナー後の懇親会も

非常に盛況な会となりました。

お忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございました。

引き続き小酒保険ビジネス倶楽部を宜しくお願い致します。

今後開催予定のセミナーへのご参加もお待ちしております。

『小酒保険ビジネス倶楽部』 発足記念
法人向けセミナーを開催しました！

昭和41年の創業より、当社は小松能美地区の方々に大変お世話になってきました。

今回、感謝の意味も込めて、地域の企業様および弊社とお付き合いさせていただいている

お客様の発展を願い、皆様に役立てるビジネスネットワークと研修の場をつくりました。

次回「小酒保険ビジネス倶楽部」セミナー

TOC×ランチェスター法則で生産性倍増！

「制約」を活かす生産革新
　  よかれの思い込みの罠 --- 日本人の持つ真面目が具合を悪くする？
 　 着眼大局、着手小局 --- 流れを妨げる障害物、その正体とは？
　  制約の徹底活用 --- ボトルネックを強化せず、ピンチをチャンスへ

○○ができれば、一人当たりの経常利益は 3倍になる！？

講師：塩山　徳宏  /ウィンクル 代表

【日時】

6月22日（水）
16：00～17：30
【 場所 】
小酒保険セミナールーム
【費用】
3,000円
【主催】
株式会社　小酒保険
〒923-0032 小松市荒屋町丁3-1
TEL:0761-22-6728



ぽっちゃりくらぶ通信

白山眺望ウォークに
参加してきました

5 月 8日（日）に白山眺望ウォークに参加しました。
平成 27年に開催された「全国植樹祭」を記念してつくられた
「植樹祭メモリアルライン」12kmを歩きました。

上西　　　広島　　　黒本

いこいの森は新緑がきれい！

展望ポイントにてちょっと休憩～

ゴールまであと少し！がんばるぞ！

やったぁ～！
ゴール！

日頃デスクワークばかりなので運動不足解消と
健康増進のため、これからも体を動かしまーす！
ほんとは一番参加しなくちゃいけないぽっちゃり
メンバーが今日は参加できなかったので残念！

完走記念品と特製トマトカレーパン！

私は、先日 77歳で 3回目の『高齢者運転適性検査』を受けました。
いろんな検査（記憶力、判断力、視力、視野、反応の速さ、正確さ）を受けて、
3年前と比べると、機能の低下がはっきりと数字に表れていました。
70歳以上の事故の割合が高くなっています。
機能が低下していることを自覚して運転したいと思います。

自らの車両による死角 

●進路変更するときに死角に車がいないか
直視により確認する
●窓枠の死角部分を頭を動かして確認する

会長　小酒　政善



株式会社　森 立志堂　森　久茂さん

株式会社 森 立志堂様

小酒保険のいいところはどんなところでしょうか？

アルプラザ小松にて同じ場所でお店を開いていますので、顔を合わす機会も多いのですが、挨拶をするときでも、
社長さんを初め、社員さん一人ひとりの人柄の良さを感じます。付き合いが気持ち良いというのが一番の良さです。
保険という仕事は、その「人間」があり始めて成り立つ仕事だと思います。多くの保険の知識と、問題処理の能力
を備えていながら、勉強を怠らず、常に新しい知識を身に着けようとする姿勢と人柄は、信用を置けると思うに
ふさわしい姿勢だと思っています。

弊社は創業から今年で６１年目になりますが、ずっと小松市で宝石・時計・メガネを中心に営業して参りました。
最近では宝石のリフォーム (例えば指輪の石を使ってペンダントに作り変えたりとか･･･) にも力を入れております。
どのような方でも気軽に立ち寄れる家庭的な雰囲気を大切にしながら、これからも地域密着店として営業していき
たいと思っております。

森 立志堂さんの特徴を教えてください。

材後記 < 市村 >

今回取材させていただいた立志堂さんでも、ここ数年ジュエリーリフォーム人気が高まっています。例えば、
昔流行した立て爪の婚約指輪です。「今着けようとすると立爪があって着けられないけど、タンスにしまって
おくのはもったいない……。」このような思いをされている方も、ジュエリーリフォームをすると宝石の輝きを
そのままに、着けやすいデザインに変えてもらえます。心当たりのある方はぜひ一度相談に行ってみてはいか
がでしょうか。流行遅れになってしまったデザインでも、最新の枠に付け替えるだけで見違えるほど新しく、
美しく蘇らせてくれますよ！

～ お客様の声 ～
お客様のご紹介のコーナーです。
第 23 回目は、株式会社 森 立志堂様をご紹介いたします。

株式会社　森 立志堂 
ソフィ・立志堂

石川県小松市園町ハ23-1
アルプラザ小松 1F

HP:http://mori-risshido.com/
TEL : 0761-24-4448
FAX：0761-24-4841



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

マイナス金利が導入され、今から貯蓄を始めたいという方には耳が痛い時代になってしまいました。
しかし住宅ローンという面で考えた場合、マイナス金利のおかげでローン金利も急激に下がる結果となりました。
つまりより安い利子で住宅ローンを受けられるということです。これは今から住宅購入を考えたいという方には朗報ですよね！
また現在住宅ローンを返済中という方も、住宅ローンを見直せば毎月の返済額を減らせるかもしれません！
マイナス金利の今こそできるこの節約法をぜひ考えてみてください！ここ数年で住宅ローンを見直していないという方は特にオススメします。


