秋のテーマ

れます︒

解が進んでいないことも一因と思わ

﹁睡眠について﹂

睡眠は︑からだを正常に保ち︑健

返りがうちやすいよう軽いものが
敷布団・・・適度に固く︑背骨の

良い︒
Ｓ字カーブが自然に保てるような
ものが理想的︒
・寒い時期は浴室内を温めておく︒

＊眠りの為の入浴法

眠りのレム睡眠と︑
﹁脳を休める﹂深
の好きな香りをたのしむ

・入浴剤やアロマオイルなど自分

・手軽にできる足湯・手湯︒

・時間があるときは半身浴︒

ぬるめのお湯にゆっくりとつかる︒

い眠りのノンレム睡眠とがあり︑こ

睡眠には﹁からだを休める﹂浅い

れがセットになって寝ている間に何

康を維持するために最も大切なもの
ぐっすりと眠れた日は︑朝から爽

寝る前に必ず同じ行動を取ると︑

ムを整えることが︑良い睡眠につな
それを合図に体が寝る準備を始め

です︒
快な気分で体も軽やか︒ところが︑
度も繰り返されます︒この睡眠リズ

＊入眠儀式により眠気を誘う

十分な睡眠がとれなかった日は︑体
が重く感じ︑集中力や判断力も低下
ます︒

まくら・・・寝ている時呼吸がし
状態を知り︑自分

す︒自分の睡眠の

健康生活の基本で

質の良い睡眠は

めに受診することをお勧めします︒

りすることもあるので︑我慢せず早

因だったり︑うつ病がかくれていた

睡眠時無呼吸症候群などの病気が原

疑われることもあります︒糖尿病や

も良くならない場合は︑睡眠障害が

眠るための方法をいろいろ試して

がります︒毎朝決まった時間に起き
計をリセットさせることから１日を

て太陽光をしっかりと浴び︑体内時

質の良い睡眠は︑体も脳も休ませ
始めることが重要です︒また︑環境

してミスや事故を起こしがちになり

て生体リズムを整えてくれるので︑
を整えることも大切です︒カーテン

ます︒

良い眠りを得られるよう努力するこ
や寝具︑室温︑光や音などを調整し︑
心地よい睡眠を持続させる環境を作
りましょう︒

やすく︑目覚めたときに首や肩が

えてみることで︑

に合った環境を考

リスク対応研究部 代理店経営研究室
部長 武澤 ／ 室長 片川

里山物語

がただよい、冬支度が始まる。
あんなに暑かった夏はどこへやら・・・。
夏が暑かった分、上昇気流で水蒸気が空中に漂っ
ているため、水蒸気の行きつく先は地上で。今年も
大雪だろうか・・・・・・。
そんなことを思いながら、縁側でお茶を飲んでい
る自分に、一年が早く感じてきたら後期高齢者の仲
間入りと問いかける・・・。
今年は吊るし柿を作り、曾ばあちゃんをしのんで
みようか。
ネットで吊るし柿の作り方を検索してみる。
渋柿でなければならない事
へたの所を少し枝を残して切る事
冷たい風が吹き始めたら
柿が腐ることなくよく乾く など
そういえば四十代のころ寒くなって雪が降るころ
みんなが沢庵の大根干しをしていたので、もっと温
かい間にすればいいのにと早めに大根干し
をして全滅したことがあるのを思い
出した。木枯らしが大根を腐らせ
ることなく干す。先祖の生き
る知恵だったのだとその
時オモイシラサレ
タ・・・こと。
いまよみがえ
る。
大野勝山通信員Ｔ

片川 千明
※本書を無断複写は、著作権上法律で禁じられています。

とはとても大切なことです︒
ところで日本人の平均睡眠時間は
７．７時間と世界でも短く︑厚生労
働省によれば﹁１日の平均睡眠時間
が６時間を下回る﹂と回答した２０
ていました︵平成２９年国民健康栄
こらないことが目安︒敷布団と顔

〜快眠のために〜
＊寝具選び

養調査による︶︒これは︑ スマート

代３０代男性は３６％前後にも達し

フォンなどの普及や︑働き方の多様
の角度が５度になるのが理想的︒

人

コスモスが風にたなびくころ、里山にも秋の気配

■ 編集・制作

化による︑生活の夜型化などの影響
より良い睡眠を目
指しましょう︒

(有)アトラス
〒910-0048 福井市大宮４丁目１０‐１６
ＴＥＬ… ０７７６ ２８‑０４８０
ＦＡＸ… ０７７６ ２１ １８７５
ＵＲＬ… http : //www.280480.com
行

行

■発

マイプリントコーポレーション㈱
アトランティス工房

今年は大雪に始まり、猛暑、台風直撃と、とんでも
ない一年になりましたが、ari 読者の皆様におかれま
しては、
お体大丈夫でしたでしょうか。
鯖江店３周年祭には、たくさんの方にご来店頂き
ましてお礼申し上げます。
大野勝山通信員の方には原稿をお送り頂きまして
ありがとうございました。吊るし柿すばらし
かったです。今後とも、皆様からの原稿、
お待ちいたしております。
２０１８年12月８日
初版第２号 第２刷

編集部
より
日
■発

掛け布団・・・吸湿性・放湿性が

satoyama shangrila

が考えられます︒適切な睡眠時間は

2018

ある素材が理想的︒体温が下がり
すぎないよう保温性にも優れ︑寝

里山桃源郷

人それぞれ異なりますが︑睡眠がい

autumn,ｗinter

あり

行

ノート

秋,冬

■発

健康
かに心身の健康に重要であるかの理

vol.2
atlas relief insurance

ちあきの

6

ます。

みてはいかがでしょうか。

Ｎ

リスク
コントロール

山内整形外科

アトラス福井店

えちぜん鉄道 日華化学前駅

豆事典

「サイバー攻撃」とは？

コンピュータシステムやインターネットなどを利用して、
標的のコンピュータやネットワ ークに不

宜しくお願いします。

福井店
住所/福井市大宮４丁目10-16
電話/0776-28-0480 ＦＡＸ/0776-21-1875

正に侵入してデータの詐取や破壊、
改ざんなどを行ったり、
標的のシステムを機能不全に陥らせること。

■ 県内ネットワ−ク（営業・事故・サポ−ト）担当者
日華化学

リスク
ファイナンシング

旧大宮交番

出身は石川県で今は鯖江に住んでいます。

ローソン

au

サバエシティーホテル

合唱

低減

で事務補助を担当させて頂いています。

ワイプラザ
鯖江店
マクドナルド

高橋
クリニック

保有

廷々（ていてい）です。アトラス鯖江店

ファミリーマート

Ｖ・ｄｒｕｇ

回避

アトラス

ブルと常に向き合っています。それらの経験は、その代

移転

駐車場

● 保険代理店の「経験」を最大限に活用しよう
保険代理店はその業務特性上、顧客のさまざまなトラ

すので、お気軽にご相談ください。
鯖江店受付

ヨーロ ッパ軒

ての保険提案をお願いする」といったアプローチです。

少しでも皆様のお役に立ちたいと思いま

谷川病院

岩本ブライダル
ハウス

そこで考えられるのが「自社のすべてのリスクについ

アトラス鯖江店 管原（すがはら）です。
西山公園駅

側面もあります。

鯖江店マネージャー

ベルベール

西縦貫線

業全体のリスクを検証する機会を得られないといった

西山公園

アトラス鯖江店

まなべの館

るケースが多いのですが、それにより個々の代理店が企

リスク対応

しまむら
アベイル

ハーツ

ただ、この保険は複数の代理店でバラバラに契約してい

図表．リスク対応のバリエーション

新徳小学校

財務的な手段です。代表的な手段に「保険」があります。

アトラス鯖江 スタッフ紹介

みつわ

ゲンキー
鯖江中学校

リスクファイナンシングとは、その名の通り金銭的、

鯖江店
鯖江市小黒町1丁目８-８-１
電話/0778-54-0480 鯖江市役所

本線

な外部パートナーとして保険代理店を積極的に活用して

北陸

原材料仕入先の複数化を図るといった対策が考えられ

喜びの顔が、今も目に焼きつい
ています。

する意識が強く、能力も高いところが多いものです。
最適

とうございました。
お客様から、お店の場所を
時々尋ねられましたが、これで
探しやすくなったと思います。
今後とも「おかげさまで」と

の依頼に応じてくれる保険代理店は、契約者を守ろうと

転させる、原材料の調達不能に伴う事業停止を想定して、

10

の方々、苔玉・山野草・勝山高
原野菜・越前水石会の方々も、
炎天下でのご協力ありがとうご
ざいました。おかげさまで皆さ
んに楽しんでいただくことがで

実させる、津波を想定して沿岸部にある拠点を高台へ移

は片面づづ掲載しています。

このご夫婦、この子たちが今
日から大きな夢に向かって歩い
て行くんだと思ったら、夢を壊
さないリスクヘッジをアドバイ
スさせて頂き「３周年のあの時

に依頼をすれば無用なトラブルも回避できます。これら

言っていただけますよう社員一
同一生懸命頑張りますのでアト
ラス鯖江店をどうぞよろしくお
願いをいたします。

します。たとえば、建物の火災を想定して消火設備を充

ありがとうございました。※写真

線
８号
国道

対策から可能な限り採用すると断った上で、保険代理店

にも案内看板が設置されました。

福井鉄道福武線

発生時の影響や発生確率を下げるための取り組みを指

損保会社のご協力により、鯖江店

の子供が結婚するんですよ

すべてを採用する必要はありません。優先すべきリスク

ごあいさつ

そこで全体の保険提案が出てきたからといって、その

きました。
イベント目白押しでガードマ
ンがいなかったのですが、昔か
らのお客様が、駐車場のガード
マンの経験者なの

リスクコントロールとは、発生する事態を回避したり、

にできる可能性があります。

武澤 勝典

リスク対応は主に「リスクコントロール」
「リスクファ
（図表参照）
イナンシング」の２つに分けることができます。

でということでお

容から、自社で気づかなかったリスクについても明らか

引き受けいただき、
また、数件隣のご
近所様が大通りの
大きな臨時駐車場

でしょう。そのやりとりの過程や出てきた保険提案の内

その候補として挙げられるのが「保険代理店」です。

鯖江店 応接室

を快く貸していた
だきました。本当
にありがとうござ

ヌケ・モレのないリスク想定を行いたいところですが、

いました。
陶芸教室で作品
を作られた方は

いて詳細な質問をすることでリスクを洗い出そうとする

鯖江店長

なたの会社の実態や、あなたの気になっていることにつ

そこで、外部パートナーをうまく活用していくことで

。
…」そう言って声をかけてい
ただけるよう、地
元に溶け込んで皆

ます。

様の生活の安心を
社員一丸となって
一生懸命サポート

あると思われますが、その部分について保険代理店は、あ

しなければと、も
う一度心に誓いを
新たに致しました。

もちろん、その代理店が経験したことのないリスクも

であり、自社のみで事態想定をすることには限界があり

アトラスのお
…
客様は、みんな、

ります。ただ、現代社会における企業リスクは実に多様

月の本年度秋の窯焚きに入れま
す。焼成後お渡しをいたします
ので、ご都合のよろしい時に陶

持つ多様な知見を引き出せます。

芸教室へ完成作品を引き取りに
来てください。
損保会社のご協力もあり、待

保険提案を」
という投げかけをすることで、その代理店が

に起こった際の対応をしっかりと決めておくことにあ

望のアトラス鯖江店の看板も完
成いたしました。ご協力ありが

く状況から「起こり得る事態」を想定し、その事態が実際

どんなトラ ブル・
災害があっても安
心しきって幸せそうなんですよ

はありません。
「当社に関わるすべてのリスクを想定した

。
…そう言っていただけますよ
う 。そしてその輪を鯖江中に、
…
そして福井県中にと そ
…う思っ

理店の知見として蓄積されており、これを活用しない手

ています。

● リスク想定は「外部」を巻き込んで
実効性のあるリスク対策のポイントは、自社を取り巻

また、イベントのため、ご協
力いただいた清水町あぜち窯の
越前焼出張陶芸教室のメンバー

多くの会社は、さまざまな経営目標を立ててその実現のために動いています。
それらの目
標達成を不確実にする要因として、地震・水害・台風などの自然災害や経営者・従業員の
病気やケガ、火災や盗難等による資産滅失、その他さまざまなリスクが想定されます。
また、
近年では企業ネットワークに侵入されて情報を盗まれたりネットバンキングのパスワード
盗み取りによる預貯金の不正送金によ って金銭的被害を被るといった「サイバー攻撃」につ
いても注目されています。
今回は、これら多様なリスクに適切に対処するための外部パート
ナー活用について取り上げます。

猛暑の中、ご近所から、また
遠くから来ていただいた方々、

〜リスク対策のパートナーを持とう！〜

またアトラスのもともとのお客
様が、うちの娘がアトラス鯖江
店の近所に嫁いでいるんですよ

剛史

と言っていただき来ていただい
た方もおられました。鯖江店感
謝祭がすんだら来てくださいと
言っていただいたご近所の方も

伊集院

おられまして、沢山の皆々様方
に心より感謝申し上げます。

事務局長

福井県手をつなぐ育成会が
作ったパン販売にもチャリテイ
にもご協力いただきありがとう
ございました。

ＮＰＯ法人リスク・エイド

集まった皆様のご協力金野菜
販売売上金を「福井県手をつな

企業の損害賠償責任対策シリーズ

ぐ育成会」へ些少ではあります
が全額寄付させていただき喜ん
で頂きました。皆様のご協力の
たまものです。
また、子供さんの小さい新婚

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座

家庭の皆さんが風船パフォーマ
ンスをみて目をキラキラさせて
いるその子を見ているご夫婦の

TOPIC

坂井・三国・あわら地区 …………
福井東・奥越地区 …………………
福井市内 ……………………………
福井市内 ……………………………
福井市内 ……………………………
丹南・嶺南 …………………………
舞鶴 …………………………………
リスクコンサルタント ……………
フアイナンシャルプランナー ………

安 達 健 一
清 水 裕 刀
福 岡 和 子
西 岡 清 美
岡 島 ことみ
武 澤 勝 典
舞鶴協力担当代理店
藤 田 清 信
藤 田 清 彦

モゲ−ジプランナー …………… 藤 田 清 彦
相続アドバイザー ……………… 藤 田 清 彦

■ 事務処理：事故・保険内容変更受付 担当者
総務・事故受付 ………………… 山
事務処理・保険設計 …………… 玉
事務処理・保険設計 …………… 片
事務処理・保険設計（鯖江店）… 管

口
村
川
原

清
幸
千
留

美
子
明
佳

寛

海

■ 情報処理 管理 担当者
情報処理 ………………………… 関

アトラス福井
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２

ポート

レ
2018 年大雪

眠状態。
埋もれて冬
福井店雪に 付の為フル稼動。
受
電車。
社内は雪害
全員歩きと

アトラス 鯖江店

開店３周年感謝祭
8 月 26 日 ( 日 ) にアトラス鯖江店の開店 3 周年を
記念して感謝祭を開催しました。
たくさんの方々のご来場ありがとうございました。

車
前の道路で 生。
ち
立 往
ま…。
置されたま ４日目に登場。
２日間 放
車
市除雪

陶器ゲット輪投げ
「福井県手をつなぐこらに」パン販売

くじびき
アトランテス２階 Ｌ＆Ｉ 井上さん
水石展
ふわふわすくい

血液年齢測定

陶器体験教室

苔玉販売

風船パフォーマンス

山野草販売

あぜち窯陶芸教室
場 所… そば亭鈴木横 あぜち窯工房
期 間… ２月～ 12 月の毎週土・日２回
時 間… 午前 10 時～４時 30 分まで
窯焚き… 5・10 月年２回を予定しています。

３周年陶芸教室作品の一部

費 用… 粘土代・焼成費・年会費
粘土代… 10 ㎏＝1,500 円
焼成費… 大きさや形状で料金設定します。
※焼成費は窯使用料と薪代です。
年会費… 3,000 円 ( 教室使用料・その他 )
※受講料は頂きません。無料
用 意… エプロン・汚れてもいい服装で！
申 込… 鈴木 090-4682-6691

3

自然災害、
人的災害に備えよう

〜自転車の事故防止対策〜
最近、自治体で自転車に対
して損害保険付保を義務付け
る動きが広がっています。自
転車事故による高額賠償請求

交差点を直進し、青信号で横断歩道を
歩行中の女性に衝突した事故では、男
性に 4,746 万円の損害賠償が求められ
ました。
こうした賠償責任は、未成年とい
えども責任を免れることはできません。

事例が全国各地で散見される
など、自転車の事故に対する
社会的な責任の重みが増して
きています。事故防止と万一
の際の賠償責任に備えること
が大切です。

■ ルールを守った運転と
万一の際の備えを！
警察庁の統計によると、平成 29 年
中の自転車事故件数は９万 407 件で
した。
年々、わずかながらも減少傾向に
あるものの、依然として高水準での発
生件数となっています。

■ 自転車に損害保険付保を
義務付ける自治体も！
兵庫県で平成27年10月から自転車

自転車がクルマの事故への備えと異

ルールを守り、無理な運転をしなけ

なるのは、被害者救済のための強制保

れば自転車事故を防ぐことはできます。

険（自賠責保険）がなく、任意で加入で

「一時停止と安全確認をしっかり行う」

きる対象となる保険の周知が図られて

損害賠償保険等への加入を義務付けた

「夜間は必ずライトを点灯する」「道路

いないことです。自治体が保険付保の

ことを皮切りに、大阪府や滋賀県、鹿

は並んで走らない」
「携帯電話を使用し

義務化を進めているのは、事故の加害

児島県、埼玉県、京都府でも自転車保

たりイヤホンをかけたりしながら運転

者となってしまった時に備え、損害賠

険の加入の義務化の動きが進むなど、

はしない」
「傘をさしながら運転しな

償資金の確保をしておくためです。対

自転車事故および事故の防止に関心が

い」
「飲酒運転はしない」
「信号は正しく

象となる保険や現在加入している保険

高まっています。しかし、まだまだ自

守る」
「二人乗りをしない」といったこ

に関して、身近な保険代理店に相談す

転車事故については自動車ほど安全対

とを徹底するようにしましょう。

るとよいでしょう。

策が徹底できていないのが実情です。

■ 高額化する損害賠償金！
2017年12月に、女子大学生がス
マートフォンを手に持ちながら電動ア

■ 自転車利用の主な交通ルールと違反した場合の罰則
●飲酒運転はいけません。

シスト自転車を運転し、77歳の女性
歩行者に衝突して死亡させたことは大
きな話題になりました。事故当時、この
大学生は左手にスマホ、右手に飲み物
を持ちながらハンドルを支え、左耳に
はイヤホンをしていたということです。
自転車事故の加害者に高額な賠償判
決がなされることもあります。男子小
学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行
中、歩道と車道の区別のない道路にお
いて歩行中の 62 歳の女性と正面衝突
し、女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、
意識が戻らない状態になった事故では、

●携帯電話を使用したりイヤホンをかけ
たりしながらの運転はいけません。
●夜間は必ずライトを点灯しましょう。

豆事典

5 万円以下の罰金

●傘をさしながらの運転はやめましょう。
●不良整備で運転してはいけません。
●道路は並んで走らないようにしましょう。
●二人乗りをしないようにしましょう。
●一時停止と安全確認をしっかり行いましょう。

9,521 万円の損害賠償が求められまし
た。ほかにも、男性が赤信号を無視して

５年以下の懲役
または 100 万円以下の罰金

●信号は正しく守りましょう。

「事故をした自転車の責任」とは？

２万円以下の罰金
または科料
３か月以下の懲役
または５万円以下の罰金

法律違反をして事故を起こすと、
自転車利用者は刑事上の責任が問われます。
また

相手の身体や財物に損害を与えた場合、
民事上の損害賠償責任も発生します。
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西山公園

ベルベール
谷川病院

コンピュータシステムやインターネットなどを利用して、
標的のコンピュータやネットワ ークに不

正に侵入してデータの詐取や破壊、
改ざんなどを行ったり、
標的のシステムを機能不全に陥らせること。

西縦貫線

豆事典

「サイバー攻撃」とは？

本線
みつわ

■ 県内ネットワ−ク（営業・事故・サポ−ト）担当者
西山公園駅

アトラス鯖江店

まなべの館

リスク
コントロール

しまむら
アベイル

新徳小学校

リスク
ファイナンシング

鯖江店受付

廷々（ていてい）です。アト
ラス鯖江店で事務補助を担当
させて頂いています。出身は
石川県で今は鯖江に住んでい
ます。宜しくお願いします。

ゲンキー

ハーツ

ブルと常に向き合っています。それらの経験は、その代

低減

鯖江店
鯖江市小黒町1丁目８-８-１
電話/0778-54-0480 鯖江市役所
鯖江中学校

● 保険代理店の「経験」を最大限に活用しよう
保険代理店はその業務特性上、顧客のさまざまなトラ

保有

回避

線
８号
国道

ての保険提案をお願いする」といったアプローチです。

移転

福井鉄道福武線

そこで考えられるのが「自社のすべてのリスクについ

えちぜん鉄道 日華化学前駅

福井店
住所/福井市大宮４丁目10-16
電話/0776-28-0480 0776-21-0956

北陸

側面もあります。

鯖江店マネージャー

合唱

業全体のリスクを検証する機会を得られないといった

アトラス鯖江店 管原（すが
はら）です。少しでも皆様の
お役に立ちたいと思いますの
で、お気軽にご相談ください。

アトラス福井店

山内整形外科

リスク対応

喜びの顔が、今も目に焼きつい
ています。

るケースが多いのですが、それにより個々の代理店が企

図表．リスク対応のバリエーション

お客様から、お店の場所はど
こですかと言われましたが、こ
れで探しやすくなったと思いま
す。
今後とも「おかげさまで」と

ただ、この保険は複数の代理店でバラバラに契約してい

旧大宮交番

スタッフ紹介

日華化学

財務的な手段です。代表的な手段に「保険」があります。

au

ローソン

リスクファイナンシングとは、その名の通り金銭的、

の方々、苔玉・山野草・勝山高
原野菜・越前水石会の方々も、
炎天下でのご協力ありがとうご
ざいました。おかげさまで皆さ
んに楽しんでいただくことがで

みてはいかがでしょうか。

このご夫婦、この子たちが今
日から大きな夢に向かって歩い
て行くんだと思ったら、夢を壊
さないリスクヘッジをアドバイ
スさせて頂き「３周年のあの時

ます。

言っていただけますよう社員一
同一生懸命頑張りますのでアト
ラス鯖江どうぞよろしくお願い
をいたします。

な外部パートナーとして保険代理店を積極的に活用して

の子供が結婚するんですよ

原材料仕入先の複数化を図るといった対策が考えられ

Ｎ
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ごあいさつ

する意識が強く、能力も高いところが多いものです。
最適

高橋
クリニック

の依頼に応じてくれる保険代理店は、契約者を守ろうと

転させる、原材料の調達不能に伴う事業停止を想定して、

Ｖ・ｄｒｕｇ

実させる、津波を想定して沿岸部にある拠点を高台へ移

は片面づづ掲載しています。

アトラス

に依頼をすれば無用なトラブルも回避できます。これら

駐車場

します。たとえば、建物の火災を想定して消火設備を充

ありがとうございました。※写真

ヨーロ ッパ軒

対策から可能な限り採用すると断った上で、保険代理店

にも案内看板が設置されました。

岩本ブライダル
ハウス

発生時の影響や発生確率を下げるための取り組みを指

損保会社のご協力により、鯖江店

きました。
イベント目白押しでガードマ
ンがいなかったのですが、昔か
らのお客様が、駐車場のガード
マンの経験者なので

すべてを採用する必要はありません。優先すべきリスク

武澤 勝典

そこで全体の保険提案が出てきたからといって、その

鯖江店長

リスクコントロールとは、発生する事態を回避したり、

にできる可能性があります。

ということでお引き

リスク対応は主に「リスクコントロール」
「リスクファ
（図表参照）
イナンシング」の２つに分けることができます。

。
…」そう言って声をかけてい
ただけるよう地元
に溶け込んでみん

容から、自社で気づかなかったリスクについても明らか

受けいただき、また、
数件隣のご近所様が
大通りの大きな駐臨
時車場を快く貸して

でしょう。そのやりとりの過程や出てきた保険提案の内

その候補として挙げられるのが「保険代理店」です。

いただきました。本
当にありがとうござ
いました。

ヌケ・モレのないリスク想定を行いたいところですが、

陶芸教室で作品を
作られたれた方は
月の本年度秋の窯焚

いて詳細な質問をすることでリスクを洗い出そうとする

猛暑で大変暑い中、ご近所か
ら、また遠くから来ていただい

なたの会社の実態や、あなたの気になっていることにつ

そこで、外部パートナーをうまく活用していくことで

なの生活の安心を
社員一丸となって
一生懸命サポート

ます。

た方々、またアトラスのもとも
とのお客様がうちの娘がアトラ
ス鯖江の近所に嫁いでいるんで

あると思われますが、その部分について保険代理店は、あ

しなければと、も
う一度心に誓いを
新たに致しました。

もちろん、その代理店が経験したことのないリスクも

であり、自社のみで事態想定をすることには限界があり

アトラスのお
…
客様は、みんな、

ります。ただ、現代社会における企業リスクは実に多様

きに入れます。焼成後お渡しを
いたしますので、ご都合のよろ
しい時に陶芸教室へ完成作品を

持つ多様な知見を引き出せます。

引き取りに来てください。
損保会社のご協力もあり、待
望のアトラス鯖江の看板も完成

保険提案を」
という投げかけをすることで、その代理店が

に起こった際の対応をしっかりと決めておくことにあ

いたしました。 ご 協 力 あ り が
とうございました。

く状況から「起こり得る事態」を想定し、その事態が実際

どんなトラ ブル・
災害があっても安
心しきって幸せそうなんですよ

はありません。
「当社に関わるすべてのリスクを想定した

。
…そう言っていただけますよ
うよう 。そしてその輪を鯖江
…
中に、そして福井県中にと そ
…

理店の知見として蓄積されており、これを活用しない手

う思っています。

● リスク想定は「外部」を巻き込んで
実効性のあるリスク対策のポイントは、自社を取り巻

また、イベントのため、ご協
力いただいた清水町あぜち窯の
越前焼出張陶芸教室のメンバー

多くの会社は、さまざまな経営目標を立ててその実現のために動いています。
それらの目
標達成を不確実にする要因として、地震・水害・台風などの自然災害や経営者・従業員の
病気やケガ、火災や盗難等による資産滅失、その他さまざまなリスクが想定されます。
また、
近年では企業ネットワークに侵入されて情報を盗まれたりネットバンキングのパスワード
盗み取りによる預貯金の不正送金によ って金銭的被害を被るといった「サイバー攻撃」につ
いても注目されています。
今回は、これら多様なリスクに適切に対処するための外部パート
ナー活用について取り上げます。

すよと言っていただき来ていた
だいた方もおられました。感謝
祭がすんだら来てくださいと

〜リスク対策のパートナーを持とう！〜

言っていただいたご近所の方も
おられまして、沢山の皆々様方
に心より感謝申し上げます。

剛史

福井県手をつなぐこらにの会
が作ったパン販売にもチャリテ
イにもご協力いただきありがと
うございました。

伊集院

集まった皆様のご協力金野菜
販売売上金を「福井県手をつな

事務局長

ぐ育成会」へ些少ではあります
が全額寄付させていただき喜ん
で頂きました。皆様のご協力の
たまものです。

ＮＰＯ法人リスク・エイド

また、子供さんの小さい新婚
家庭の皆さんが風船パフォーマ

企業の損害賠償責任対策シリーズ

ンスをみて目をキラキラさせて

企業におけるリスクマネジメント
ワンポイント講座

いるその子を見ているご夫婦の

TOPIC

ファミリーマート
ワイプラザ
鯖江店
マクドナルド

サバエシティーホテル

坂井・三国・あわら地区 …………
福井東・奥越地区 …………………
福井市内 ……………………………
福井市内 ……………………………
福井市内 ……………………………
丹南・嶺南 …………………………
舞鶴 …………………………………
リスクコンサルタント ……………
フアイナンシャルプランナー ………

安 達 健 一
清 水 裕 刀
福 岡 和 子
西 岡 清 美
岡 島 ことみ
武 澤 勝 典
舞鶴協力担当代理店
藤 田 清 信
藤 田 清 彦

モゲ−ジプランナー …………… 藤 田 清 彦
相続アドバイザー ……………… 藤 田 清 彦

■ 事務処理：事故・保険内容変更受付 担当者
総務・事故受付 ………………… 山 口 清
事務処理・保険設計 …………… 玉 村 幸
事務処理・保険設計 …………… 片 川 千
事務処理・保険設計（鯖江店）… 管 原 留

美
子
明
佳

■ 情報処理 管理 担当者
情報処理 ………………………… 関

海

寛

アトラス福井
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２

秋のテーマ

れます︒

解が進んでいないことも一因と思わ

﹁睡眠について﹂

睡眠は︑からだを正常に保ち︑健

返りがうちやすいよう軽いものが
敷布団・・・適度に固く︑背骨の

良い︒
Ｓ字カーブが自然に保てるような
ものが理想的︒
・寒い時期は浴室内を温めておく︒

＊眠りの為の入浴法

眠りのレム睡眠と︑
﹁脳を休める﹂深
の好きな香りをたのしむ

・入浴剤やアロマオイルなど自分

・手軽にできる足湯・手湯︒

・時間があるときは半身浴︒

ぬるめのお湯にゆっくりとつかる︒

い眠りのノンレム睡眠とがあり︑こ

睡眠には﹁からだを休める﹂浅い

れがセットになって寝ている間に何

康を維持するために最も大切なもの
ぐっすりと眠れた日は︑朝から爽

寝る前に必ず同じ行動を取ると︑

ムを整えることが︑良い睡眠につな
それを合図に体が寝る準備を始め

です︒
快な気分で体も軽やか︒ところが︑
度も繰り返されます︒この睡眠リズ

＊入眠儀式により眠気を誘う

十分な睡眠がとれなかった日は︑体
が重く感じ︑集中力や判断力も低下
ます︒

す︒自分の睡眠の

健康生活の基本で

質の良い睡眠は

めに受診することをお勧めします︒

りすることもあるので︑我慢せず早

因だったり︑うつ病がかくれていた

睡眠時無呼吸症候群などの病気が原

疑われることもあります︒糖尿病や

も良くならない場合は︑睡眠障害が

眠るための方法をいろいろ試して

がります︒毎朝決まった時間に起き
計をリセットさせることから１日を

て太陽光をしっかりと浴び︑体内時

質の良い睡眠は︑体も脳も休ませ
始めることが重要です︒また︑環境

してミスや事故を起こしがちになり

て生体リズムを整えてくれるので︑
を整えることも大切です︒カーテン

まくら・・・寝ている時呼吸がし
状態を知り︑自分

リスク対応研究部 代理店経営研究室
部長 武澤 ／ 室長 片川

ます︒

良い眠りを得られるよう努力するこ
や寝具︑室温︑光や音などを調整し︑
心地よい睡眠を持続させる環境を作
りましょう︒

やすく︑目覚めたときに首や肩が

人

里山物語

がただよい、冬支度が始まる。
あんなに暑かった夏はどこへやら・・・。
夏が暑かった分、上昇気流で水蒸気が空中に漂っ
ているため、水蒸気の行きつく先は地上で。今年も
大雪だろうか・・・・・・。
そんなことを思いながら、縁側でお茶を飲んでい
る自分に、一年が早く感じてきたら後期高齢者の仲
間入りと問いかける・・・。
今年は吊るし柿を作り、曾ばあちゃんをしのんで
みようか。
ネットで吊るし柿の作り方を検索してみる。
渋柿でなければならない事
へたの所を少し枝を残して切る事
冷たい風が吹き始めたら
柿が腐ることなくよく乾く など
そういえば四十代のころ寒くなって雪が降るころ
みんなが沢庵の大根干しをしていたので、もっと温
かい間にすればいいのにと早めに大根干し
をして全滅したことがあるのを思い
出した。木枯らしが大根を腐らせ
ることなく干す。先祖の生き
る知恵だったのだとその
時オモイシラサレ
タ・・・こと。
いまよみがえ
る。
大野勝山通信員Ｔ

片川 千明
※本書を無断複写は、著作権上法律で禁じられています。

とはとても大切なことです︒
ところで日本人の平均睡眠時間は
７．７時間と世界でも短く︑厚生労
働省によれば﹁１日の平均睡眠時間
が６時間を下回る﹂と回答した２０
ていました︵平成２９年国民健康栄
こらないことが目安︒敷布団と顔

〜快眠のために〜
＊寝具選び

養調査による︶︒これは︑ スマート

代３０代男性は３６％前後にも達し

フォンなどの普及や︑働き方の多様
えてみることで︑

(有)アトラス
〒910-0048 福井市大宮４丁目１０‐１６
ＴＥＬ… ０７７６ ２８‑０４８０
ＦＡＸ… ０７７６ ２１ １８７５
ＵＲＬ… http : //www.280480.com

コスモスが風にたなびくころ、里山にも秋の気配

■ 編集・制作

に合った環境を考
より良い睡眠を目
指しましょう︒

行

行

マイプリントコーポレーション㈱
アトランティス工房

今年は大雪に始まり、猛暑、台風直撃と、とんでも
ない一年になりましたが、ari 読者の皆様におかれま
しては、
お体大丈夫でしたでしょうか。
鯖江店３周年祭には、たくさんの方にご来店頂き
ましてお礼申し上げます。
大野勝山通信員の方には原稿をお送り頂きまして
ありがとうございました。吊るし柿すばらし
かったです。今後とも、皆様からの原稿、
お待ちいたしております。
２０１８年12月８日
初版第２号 第２刷

編集部
より
日

■発

の角度が５度になるのが理想的︒

atlas relief insurance

■発

化による︑生活の夜型化などの影響

vol.2

掛け布団・・・吸湿性・放湿性が

satoyama shangrila

が考えられます︒適切な睡眠時間は

2018

ある素材が理想的︒体温が下がり
すぎないよう保温性にも優れ︑寝

里山桃源郷

人それぞれ異なりますが︑睡眠がい
かに心身の健康に重要であるかの理

autumn,ｗinter

行

ノート

秋,冬
あり

■発

健康
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