
誠に勝手ながら新年は1月６日（月）からの営業となります。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます
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ファミリーライフクラモチ 検　索

保険金・給付金を請求するときは
ファミリーライフクラモチまでご連絡ください
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土曜・日曜・祝日休業
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料金受取人払郵便

もしもの時のお手伝いについて
がんと

診断された

病気やけがで
入院した

令和二年 元旦
代表取締役

　大 森 健 一

　新しい年を迎え、謹んで新春のご挨拶を申し上げま
す。また、日頃から格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上
げます。お蔭様で弊社は創業３６年目を迎えます。長き
にわたりご愛顧いただき誠にありがとうございます。
　昨年は新天皇即位に伴う改元に世間は賑わいま
したが、災害や事故も多い年であり、とりわけ、昨秋の
台風15号、19号による被害は甚大なものとなりました。
この場をかりまして、被害を受けられた皆様に心よりお見
舞い申し上げるとともに一日も早い復旧を願っております。
　さて、私自身、創業者である倉持から受け継いだ
想い「がんに苦しむ人 を々経済的苦難から救いたい」
という熱意は変わっておりません。昨年は土浦産業祭
にて「ご自身やご家族の健康について考えるきっかけ
にしてほしい」と考え、がんに関する展示会『がんを
知る展』を開催致しました。
　また、人生１００年時代を見据え超高齢化に伴い資産
寿命（保有金融資産の維持可能期間）が生命寿命より
も先に尽きてしまうのではないかとの懸念から、どのように
資産寿命を延ばしていくのかなど、解決策に対して生命
保険がどのように貢献できるのかを常に検討しており、
「土浦まちゼミ」を通じて弊社４名の講師が「お金の終活

やこれからのライフプラン」について最新情報などをお届
け致しました。これからも、時代の変化を先取りし、お役に
立てるような各種セミナーや相談会を実施して参ります。
それらのご案内は弊社ホームページをご覧いただきたい
と思います。
　今年も社員一丸となって、経営理念である「お客様
の人生の伴走者として、時代がどの様に変化しようと
も、保険を通じて経済的に最後までお守りし続けます」
を心に刻み、時代の変化を先取りするための知識修得
と能力向上に努め、常に最善のサービスを提供して
参りますので、これからも変わらぬご支援ご愛顧、賜り
ますようお願い申し上げます。
　そして今年は平和と友好の象徴である「オリンピッ
ク・パラリンピック大会」が東京で開催されます。大会の
成功、そして日本選手団の活躍が充実したものとなる
ことを心から願うと共に、皆様にとって新しい年が健康
で実り多き素晴らしい一年になります
ようお祈り申し上げます。

フ リ ガ ナ

お　名　前

ご　住　所

お電話番号

お客様情報の取り扱いについて
ご提供いただきましたお客様の個人情報につきましては、当該代理店の各種商品や
サービスのご案内・ご提供・維持管理のために使用いたします。
また、ご記入いただきました情報は、当該代理店以外で無断で使用することはありません。
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●ご請求忘れはありませんか？

●受取人のご指定はされていますか？

●引っ越しや結婚をした時、
　保険証券を紛失した際もご連絡ください

入院されなくても手術給付金のみ、お支払い対象になる場合があります

証券にてご確認ください。指定されていない場合はご一報ください

0120-123065

至桜土浦インター 天川団地
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セミナー情報は弊社ホームページなどで
ご案内しています。詳しい情報はこちらから
ご覧いただけます。
https://www.famikura.com

土浦まちゼミに参加しています。
　弊社は「土浦まちゼミ」に参加しています。まち
ゼミとは得するまちのゼミナールの略で、全国で
同じような取り組みが行われています。まちゼミに
参加する各店が無料のセミナーを実施し、その際
には絶対に商売をしないというルールがあります。
市民の方々に安心してお店に来ていただき、楽し
んでもらい、それぞれの店舗を知ってもらい、土浦
を少しでも好きになってもらえるよう取り組んでい

ます。現代では忘れられ
てしまった、“買い物時の
お店の人との温かみの
ある触れ合い”を土浦ま
ちゼミで体験してみませ
んか？

クルールセミナー開催しています。
　お子様が幼稚園、保育園に通
われている保護者向けの冊子、
「クルール」をご存知ですか？そち
らのママズカレッジで「子どもの
未来年表づくりと教育資金の貯
め方講座」をママFPである弊社
の野田が開催しています。
　お子様がいらっしゃる方は教育資金について心配されてい
る方も多いと思います。未来年表は家族が何歳の時にどの
ようなイベントが起こるのか、という家族の年表です。お金の
貯め時を確認し、これからの夢、出来事を「見える化」するこ
の講座は大変好評です。冊子をお手に取る機会がありました
ら是非ご覧ください。

ふぁみくら活動報告実はこんなこともやっています！



私たちは「誠実」「信頼」「責任」を営業方針として、お客様との遠い約束を果たすまでお守りし続けます私たちは「誠実」「信頼」「責任」を営業方針として、お客様との遠い約束を果たすまでお守りし続けます

　これまで手術のご請求などの際に、手術の種類に関わらず診断書のお取付けをお願いしておりました。
アフラックでは昨年4月から、白内障手術や大腸ポリープ切除術、帝王切開等の一部の手術のご請求につ
いて、お手続きの簡素化が開始しました。お手続きが可能か
については条件がございますので、詳細につきましてはお問
い合わせください（アフラック以外の取り扱い保険会社につ
いてもお問い合わせください）。

医療保険におけるご請求手続きの一部簡素化

　がんと診断されたら、標準治療と言われる、手術
や放射線治療、抗がん剤治療といった広く行われて
いる治療が勧められます。最近では、免疫チェックポ
イントという、新しい薬を用いた免疫療法が保険診療
として認められ、肺がんや胃がんなどで用いられるよ
うになっています。しかし、こういった免疫療法は病院
によっては自由診療扱いが多く、費用が多額になり
注意が必要だそうです。
　さらに、がん患者の遺伝子を大がかりに調べて
新しい治療につなげる「がんゲノム医療」が日本でも
本格的に動き出しました。がんゲノム医療のための
遺伝子検査が保険適用になり、従来よりも安価に受
けられるようになってきました。
　がん保険が発売されてから40数年経ちます。その
間、がん保険は医療の進歩を追いかけて保障範囲
を拡大しながらリニューアルを重ねてきました。これか
らも医療は進歩を続けます。ご自身の契約内容が
今の時代に合って
いるのか、ぜひ、
ご一緒に確認
をお願い致し
ます。

医療の進歩を
　　　追いかけるがん保険

生命保険事業部 損害保険事業部

　最近、自動車の盗難が多く発生しております。
特に私たちが住んでいる茨城県の発生件数は
他県よりも多く保険会社を悩ませております。盗難
車両は高級車が多く、高級車ともなればセキュリ
ティも優れているはずなのですが、それでも盗まれ
てしまいます。「リレーアタック」という方法での盗
難が多いようですが、最近は『コードグラバー』と
いった手口で盗まれているようです。この方法だと
「リレーアタック」よりも短時間で車を盗む事が可能
なので、現在のところ盗難を防ぐ事は難しいよう
です。
　でも皆さんが契約している任意保険を、車両保
険の「車対車・限定危険」といった保険料を抑えた
契約にすることで、車同士の事故はもちろんの事、
『盗難』も補償の対象になります。皆さんの家族の
一員でもある愛車を、自己資金で再購入するには
負担が大きすぎると思われます。是非、この機会に
保険の見直しを
されてはいかが
でしょうか？

最近の車両盗難の
　　　　　手口について

ふぁみくらのスタッフ紹介
FP事業部 柴田 隆治私の家族

　皆様、明けましておめでとうございます。柴田
隆治（しばたりゅうじ）と申します。私の家族は妻と
息子と2匹のわんこです。趣味は庭の手入れをする
ことです。庭で息子と一緒にバーベキューを楽しん
だり、わんこ達が全力で走り回っています。剪定・
草取り・芝刈りと大変ですが自然に触れることは
癒されます。でも最近の夏は
暑すぎますね。さすがに無理
は出来ません。今後も健康に
気を付けながら仕事を頑
張っていきたいと思います。

　現代は様 な々情報をネットやニュースなどで知る
事が出来ますが、単に「殖やす」や「一番殖える」と
いったキーワードだけで検索すると大きな失敗をして
しまうかもしれません。重要なのは「目標」を決める事！ 
例えば、老後の生活資金を貯めるのであれば、老後
の年金受給額は？ 月々 の生活費はいくら？ また、家
のリフォームやお車の購入資金、旅行や趣味の為の
資金などの臨時費用はいつ頃にいくら必要かを考慮
した上で、何歳までのお金を準備するかです。また、
その資金はご自身に万一の事があった場合でも準
備しなければいけない資金かどうかも重要です。
　必要資金、必要な時期、万一の時はどうしたい
かが分かれば、あとは向いている商品を探すだけ
です。税制優遇がある商品では、企業が導入して
いる確定拠出年金（個人型はiDeCo）、利益に対
して非 課 税になる
N I SAや、つみたて
N I SA、万一の時も
考慮した貯蓄ができる
保険等で上手に使い
分けましょう。

未来の資産形成を
　　　上手に行う方法とは？

FP事業部

　弊社は皆様の満足度向上と、よりきめ細かいサービスを提供させていた
だくため、「お客様ごとの個別担当制」から、皆様からのご用件に対しすべ
てのスタッフが対応できる体制づくりに努めております。何卒ご理解を賜りま
すようお願い致します。

弊社の担当者制度の変更について

　野田がキッズ・マネー・ステーションの認定講師になりました。親子で学ぶ
「お金・仕事・消費」についての金融教育を広めています。ワークショップ授業
や講演数は全国で1,200件以上、約18,000人が受講。認定講師は全国
で180名以上在籍し活動中。野田も今後親子マネー講座を開催していく
予定です！お楽しみに☆

認定講師に
なりました保　全　部保　全　部
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保険契約を長年にわたり、ご継続いただき誠に
ありがとうございます。保険で最も大切な保険
金・給付金のお手続きをスムーズに行っていた
だくために、お手数ですが今一度「保険証券」を
ご確認いただき、変更や再確認が必要な場合に
は、ご返送をお願いいたします。

受取人確認便

契 約 者▶申し込みをした人
　　　　　（主に保険料を支払う人）

被保険者▶保障の対象となる人
受 取 人▶保険金・給付金を受け取る人

もしものときの受取人は大丈夫ですか？
確認してみましょう！

次の項目に　  をして、ご返送ください。
（ファミリーライフ クラモチよりご連絡させていただきます）

□受取人の変更をしたい
□現在の受取人を確認したい
□契約内容について総合的に相談したい


