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今回のわんこ
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飼い主：白石様
トイプードルのポポくん、ピーちゃん、ケーちゃん、キ
ララちゃん。ヨーキシャテリアのサキちゃん。雑種で中
型犬のブイちゃん。トリプードルの４匹はお嬢様たちの
お家から引っ越しをしてきたそうです。サキちゃんはペ

コロナウイルス禍に負けない積極人生を貫く。免疫力を高められるよう、好きなこと(他人に迷惑にならないよ

ットショップで運命を感じ家族に迎え入れたそうです。

うに)に取り組み、胃腸の機能を上げられる生活習慣を心掛けたいと思っています。会社は知的ワーカー集団に

ブイちゃんは元野良犬。雨の日にかわいそうで引き取っ

なるよう、新社長をサポートしていきます。ビジネスパーク小八木にもっと人が集まり、活気溢れる場所になる

たことがワンちゃんを飼いだしたきっかけだそうです。

よう知恵を出します。70 歳を過ぎると人間の寿命というものを考えることが多くなります。生存寿命は時が来

ブイちゃんのお家はお外でお昼寝中だったので、撮影は

れば決まるので、努力目標は健康寿命をいかに長持ちさせるかではないでしょうか。多くの医師が進める健康

NG♡他のワンちゃん達は大好きなお母さんといつも一

寿命を延ばす方法は「働くことが一番」なのだそうです。そうだとしたら、年齢フリーの生き方に

緒に寝ているベッドからのかわいいショット！優しい

挑戦する年にしたいと思います。
有田 邦夫

ご夫婦のお家で元気いっぱいはしゃいでいます(*’▽’)
飼い主：白石様

保険Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａシリーズ第２弾
皆さんこんにちは、今回 Q＆A を担当いたします荻原と申します。
今回は保険そのものではなく、最近よく耳にする自動車保険のドライブレコーダー特約のことについて
です。
Q:自動車保険のドライブレコーダーと市販のドライブレコーダーのメリット、デメリットはどんなとこ
ろですか？
A:市販のドライブレコーダーはいろいろなメーカーさんから発売されており好きなものが選べる。値段

皆様、あけましておめでとうございます。

謹んで新春をお祝い申し上げます。

群栄と小森谷が統合され約１年半が経ちました。一般に

旧年中は大変お世話になり誠にありがとうございま

統合などは相乗効果と摩擦とを同時にもたらす場合が

した。思い返してみますと一昨年には小森谷商店と

多いと思いますが、弊社の場合は２つの良い点が両方残

の統合、昨年は社長交代と変化が多い年が続いてい

り、お陰様で今のところとても順調です。世の中もコロ

ると感じます。外部環境としても昨年は新型コロナ

ナ前と後の２つ良い点が残るといいと思っております。

ウイルスにより変化を求められました。社会情勢、環

コロナ前のように人との直接の接点も持ったり、総会を

境変化に遅れることなくお客様に合わせて変化をす

リモートで済ませることなどはこのまま続いて欲しい

ることで、本年もより一層安心と安全をお届けでき

と思っています。変化をチャンスと捉え頑張っていく他
に道はなさそうです。本年もご指導とご鞭撻を

るように邁進してまいりますので、

お願い申し上げます。

小森谷
有田

子育て
女の子 24 歳、男の子 22 歳、18 歳
自宅でリモート中だった大学 1 年生の息子が 9 月末によ

も低額のものから高性能な高額のもの、前方のみ撮影するもの、前後を撮影するもの、360 度を撮影す
るものと選ぶのが大変なほどです。自分の好みこだわりで選べるメリットがあります。
対して保険会社のドライブレコーダーは、保険会社からのレンタルといった形です。保険会社毎に機能、
金額は異なりますが、総じて事故の時のサポートがスムーズになることが最大のメリットではないでし
ょうか、大きな衝撃を受けた場合は保険会社に自動的に映像が飛んでその場で状況が分かるとか、走行
中のアラート機能、安全運転の診断など通信機能がついていていろいろなサポート、なかには運転状況
で翌年の保険料の割引がある保険会社もあります。特約保険料としては月額 650 円くらいから 1000 円
くらいまでのようです。デメリットは乗り換え時に取り外して付け替えたり。これは自分で買った場合
も同様ですが。返却しなくてはならなかったり、返却しなかった場合には違約金がかかるようです。車

うやく現地に行くことができました。妻と 3 人で送って

の乗り換えではなく保険会社を変更する場合も同様に載せ替えが発生することや金額的に買ってしま
ったほうが安い場合などがあります。メリットもデメリットもありますが、事故時の安心という点では
保険会社のドライブレコーダーの特約も選択肢に入れる価値はあると思います。

い、コロナ禍で外食も控えているので子供のちょっとし

いった（北陸地方）のですが、帰りがまー大変。息子は
今後の一人暮らしにうきうき、早く帰れオーラをだすも
妻は可能な限りいたい雰囲気。車中ずっと
しくしくでした。

山下

男の子 6 歳、3 歳
我が家では最近子供とジェラートをよく食べに行きま
す。知人に菅谷町にある spoon が美味しいと教えてもら

た楽しみになればと思っています。しかし、次男は甘い
ものが大好きで丸くなっているのは
少し心配です(笑)

よろしくお願いいたします。 有田 直人

有田

直人

女の子 11 歳、男の子 7 歳
流行りの映画「鬼滅の刃

無限列車編」を見に行きました。

ただ我が家ではそれまでアニメ・漫画を見ていたわけではな
いので映画を見てから、今はインターネット配信のアニメで
一から学校に行く前に朝早く起きて見ています。せっかく早
く起きるなら勉強をと思うところですが、放課後は
宿題など忙しく朝だとゆっくり見られていいみた
いです。

髙松

女の子１６歳
小学生になってから毎年母の日にマッサージ券を
作ってプレゼントしてくれるのですが、大きくなる
につれて知恵もつき「土日祝日は休業」だったり、
最終受付時間まで明記してある使用困難のチケッ
トです。１０月になり寒さが原因なのか腰が痛くて
マッサージをしてもらおうと思いお願いしたとこ
ろ案の定「営業時間外です」と断られ
ました。
市川

みなさんは、これだけは譲れない自分のこだわりはありますか？
群栄・小森谷のみんなさんに、こだわりについて聞いてみました。
こだわりというかせっかちなだけ
ですが、何かする時に同時にできる
ことはないか、なるべく早く終わら
せるにはと常に考えてしまいます。
日常生活でも何かしながら常に携
帯を見ている、ビデオ、YouTube を
見るときは倍速などなど… 私の
影響で子供も落ち着きがないのか
もと書きながらふと思いました。
有田 直人

私は洗濯が好きで、その時にこだわってい
るのが柔軟剤です。ネットでいい匂いのラ
ンキングを調べたりして、買っては試して
います。常に、２・３種類は常備してあり、
今日はどの柔軟剤にしようかなあーと決め
るのが楽しみです。洗濯機をまわして干し
て乾いた後に、どれだけ匂いが残っている
か毎回チェックしています(笑)最近は、いい
匂いの柔軟剤が多いので買いすぎないよう
に気を付けようと思います
岡田

こだわりかわかりませんが、右利きだけど右

こだわりとは少し違うかもしれませんが、

最近、こだわっていることは上履き洗い

腕に腕時計をする。とか、ちょうどこの時期

強いて言えば散髪は自分で行っています。

です。オキシクリーンという洗剤を購入

ですが、スタッドレスタイヤは高くても良い

きっかけは、学生時代は坊主頭だったため

してからは私が洗うようになり上履きだ

ものを履くのがこだわっているところです。

バリカンでセルフカットをしていました。

と白さを実感できて満足しています。ス

以前安いからと違うタイヤを履かせてスキー

それ以来、床屋に行くのが面倒になり今で

ニーカーなど洗う際は素材など確認が必

場で事故寸前の状況になりそれ以降は、高く

もバリカンで散髪しています。しかし、素

要なのですが、漬け置きだけでだいぶ汚

ても評判の良いタイヤ以外は買わなくなりま

人の散髪なので髪型は刈上げの１パター

れが落ちるのであとは軽くこするだけで

した。これを履いていてダメならと、諦めが

ンしかできません。 椎名

とてもきれいになるのでおすすめです。

つくと思うようにしています。

こだわりと言えるのかわかりま
せんが掃除ですかね・・・平日は
仕事で掃除ができないため、基
本土曜日は掃除の日と決まって
います。動かせる物は全て移動
させて徹底的に掃除をするので
結構時間がかかります。
（アレル
ギーがあるので気を付けていま
す）

荻原

2020 年は我が家では 40 キロの梅干しを漬
けました。私は梅を漬けるのに梅 1 ㎏あた
り 130ｇの塩を使います、40 ㎏を漬けるに

私は他の多くのことに関し、無神経でだら
しないのですが、洗濯の済んだ衣類などを

は 5.2 ㎏の塩が必要になります。そんなに
塩分取ったら健康に悪そうと思うでしょう
が、孫たちは喜々として私の漬けた梅干し
を食べます。私は結婚して以来 50 年間、自
分で梅干しを漬けてきました。
「身体が要求
する適度な塩分摂取がおすすめ」が私のこ
だわりです。
有田 邦夫

畳まぬまま使うことだけは何となく嫌で
す。弊社は毎朝 8：30 から全員で掃除を行
うのですが、その時に使われる全ての雑巾
は事務職の社員によって顔を拭けるほどき
れいに洗濯され、ピッチリと畳まれていま
す。このことが私の掃除に対するモチベー
ションの一つになっています。 小森谷

髙松

365 日毎日欠かさず晩酌をしています。
最近はコロナで外に出る機会はめっき
りへりましたので、ほぼ家呑みです。そ
の時のルーティーン がまずは缶ビー
ル、次に焼酎２杯、最後が日本酒で後は
体調次第です。これが私の唯一のこだ
わり、この時期の熱燗は最高っす。

市川

保険会社さんの紹介
営業担当の濱田と申します。
弊社は「お客さまにとって No.1 の保

２年前に着任してきました、あい

険会社へ」をスローガンに、特色ある

おいニッセイ同和損保の営業業務

個性豊かな保険会社を目指して当地

担当の桜井と申します。群栄興産

で営業活動しております。

様は皆様、こちらからの不備連携

弊社最高レベルの称号である HGA（ハ

他ご連携事項のご対応が早く、大

イグレード・エージェント）代理店で

変助かっています。弊社とは立地

ある群栄興産様の幹事保険会社とし

も近いですし、営業面・事務面とも

て、法人・個人問わずリスク分析や保

にお気軽にご相談ください。今後

険の最適化、コスト削減提案などお客

とも、よろしくお願いいたします。

さまを全力でサポートして参ります。

山下

気に入った同じものを大量に買って
しまう癖があります。例えばゴルフボ
ールですが使う分だけを買えばいい
のですが、たくさん持っていないと気
が済まなく、気が付くと使い切るのに
１年以上かかるのでは？それほどの
量を常に持っています。減ると買い足
しの繰り返しです。ちょっと困ったこ
だわりです。
堀米

うわさのお客様
1983 年 12 月創業以来、お客様に「こん
なに美味しいコーヒーが飲めて幸せ・・・」
と思って頂ける様、 何度もカッピングを繰
り返し、美味しいブレンドを作ろうと従業員
一同、毎日努力を重ねています。
また珈琲哲学緑町店ではシックで落ち着いた
雰囲気の中、珈琲やお食事をゆっくりと楽し
んでいただけます。パスタはご注文をいただ
いてから茹で上げ、ピザは薪釜で焼いていま
す。パフェやシフォンケーキも人気ですので
ぜひご賞味ください。

株式会社 哲學本部
群馬県高崎市筑縄町 4-10
TEL:027-364-3600
珈琲哲学緑町店
群馬県高崎市緑町 1-29-10 TEL:027-370-6300

