
株式会社 あんしんグループ

あんしんグループメンバーの新年の抱負は？？

今年は「自分時間」が増えそうです！
まずはお家の模様替えからはじめ
ようと思います。

今年は楽しみにして
おられる方がいらっ
しゃるので、あんしん
グループのｙｏｕｔｕｂｅ
の動画投稿頻度を
あげていきたいです。

また1年健康で過ごせ
るように、気力も充実
持続できるように気
をつけます。常にお客
様の立場になり、寄り
添い、正直に良い補
償、より良い保障を提
案したいと思いますの
で、お付き合いよろし
くお願いいたします。

明けましておめでとう
ございます。皆様にと
って幸せな年でありま
すよう、お祈り申し上
げます。今年も健康に
気をつけて、私なりに
頑張っていきたいと思
います。今年も宜しく
お願い致します。
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　昨年は2月にロシアによるウクライナ侵攻というとても大きなニュースがありました。それによって
食料やエネルギーなどの安定供給が脅かされ、世界経済が大きな影響を受けています。日本も急速
な円安や原材料価格の高騰で物価の上昇が続いています。
　一方、６場所出場停止という厳しい処分が明けた朝乃山が見事に初場所での十両復帰を果たす
という嬉しいニュースもありました。また、サッカーワールドカップでは、日本代表が惜しくもベスト
８進出は逃したものの、1次リーグにおいて歴代優勝国のドイツ、スペインを撃破するという輝かしい
戦績を残してくれました。
　今年の干支は「癸卯（みずのとう）」、「癸」と「卯」の組み合わせで、勢いよく成長し飛躍するよう
な年になると考えられているようです。
　あんしんグループも皆様とご一緒に成長飛躍の年にしたいと考えております。本年もどうぞよろしく

お願い申し上げます。
株式会社 あんしんグループ　代表取締役　家城　吉弘

謹賀新年

適度な食事、適度な
運動を心掛けて体が
成長しないよう気を
付けます！

コロナ渦の後遺症でしょうか？
体重がどんどん増加しており
ます。そこで本年の抱負は週
末を利用しての早朝ランニン
グにチャレンジです。目標とし
て体重-5ｋｇを目指して頑張り
ます。スマートになった竹澤を
どうぞご期待下さい。

今年も健康第一に。
仕事環境変化も踏ま
え今年こそ真剣に事
務所も家も断捨離し
ます。

昨年の富山マラソ
ンは4時間40分切
りどころか前年より
15分遅くなってし
まいました。
今年こそ4時間40
分切りを達成しま
す。

昨年の夏頃から植
物を育てるのに興
味がでてきました。
今年はさらにいろ
んな花や観葉植物
を育ててみたいと
思います。

今年は兎年です。兎の
ジャンプ力は困難な壁
を乗り越え「成長」や
「発展」を想起させま
す。また、耳の長いこ
とから数多くの情報を
収集し、商売繁盛とい
った成功につながるこ
とができると言われて
います。今年は、兎の
ようにピョンピョンとフ
ットワークよく行動し
ていきたいと思います。
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Ａ～Eの文字をアルファベット順に
並べ替えてできる言葉は？

クイズに答えて、抽選で図書カードをＧＥＴ！
応募方法はメール、ＦＡＸ、はがき何でもＯＫ！
〆切は1月20日!

クロスワードクロスワード

短期入院にも
長期入院にも備える
〇〇〇〇〇

もしくは
弊社下記フリーダイヤル へ
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レッカー搬送は「お車救援サービス」へ
　　　０７６－４４３－０７７０（直通）

よこのカギたてのカギ
　1　毎年1月2日と3日にテレビ中継される、お正月

の風物詩となっている関東地方の大学の競技会。
　2　ブラジルで行われる世界最大のカーニバル。○○のカー

ニバル 
　3　家計の〇〇〇〇。上手に管理し、将来に備えましょう。 
　4　活発な少女・娘のこと。
　5　浅い眠りのレム睡眠時に発する言葉。これに返事をして

はいけません・・・。 
　7　オレンジ色のこの実をつけた木を見かけると、秋を感じ

ます。二日酔いに効くとも言われます。
　8　フランス語で、亜麻の繊維を原料とした織物のこと。英

語ではリネン。
11 野菜や山菜などを茹でて、ごま油や塩、にんにくなどで

味付けした韓国料理。
13 洋服のシワを伸ばすための道具。ハンガーにかけたま

までシワが伸びるタイプの物もあります。
14 たったひとつの・大切な・ユニークなという意味のイタリ

ア語。
15 暖炉に使われる煙突のこと。映画「メリーポピンズ」で

は、劇中歌が有名です。 
17 その土地の気候・地質・景観などに見られる

環境。土地それぞれの文化や習慣に深く関
わります。

20 ベリーダンスで使用される、フィンガーシン
バルのこと。

　1　針を刺しておく、クッションのこと。 
　4　山地の一番高い部分の連なりのこと。山稜、稜線とも言う。 
　6　水が低温で凝固した状態のもの。夏にはこれを削って

シロップをかけたものを食べて涼を取ります。
　7　物事を一定の基準に基づいて分類した際の、個々の区

分のこと。
　9　クチナシで黄金色に甘く煮た料理。お節料理にも使用

される。 
10 長寿ドラマ『渡る世間は鬼ばかり』の子役として有名に

なった、俳優の〇〇〇かずき。
12 フィギアスケートで、浅田真央と同時期にトップ選手だ

った〇〇・ヨナ。 
13 近年、急速にオンライン上で顔を合わせる機会が増えま

したが、実際に〇〇ことはいつの時代も大切なことです。
15 若者の間のはやり言葉で、ゆっくり、まったりと落ち着い

た時間を楽しむという意味に使われる。
16 この花の名前の由来は、蕾の形がイルカに似ているため。

華やかな青や紫色の花が房状に咲き、日本では花後、夏
で枯れてしまうことが多い。花言葉は「清明」「高貴」。

18 目から〇〇〇。 何らかのきっかけで急に物事が分かる
ようになること。

19 雨上がりの空に架かるもの。
21 日本三大〇〇〇は、「讃岐」「稲庭」と

もう一つは「氷見〇〇〇」？？？
22 上面発酵酵母で作られる、色や香りに特徴があるビール。

YouTube　ＱＲコードから

← HPはこちら

ダウンロードはこちら

保険を面白く　
　　　　わかりやすくをコンセプトに！

短期入院でも治療費以外の
様々な出費がかかります。
その費用をカバーする特約が

販売されました！

食事費

差額
ベッド代

お役に立てるコンテンツや
情報をお届けします！！

  入院時の
日用品代

お見舞
お返し代

交通費

詳しい内容は弊社までお問合せください。

もしも、事故が起こったら…
アプリの場合

お電話の場合

マイページアプリの
事故・請求サポートから！

株式会社 あんしんグループ
0120-928-512 

〒939-8064  富山県富山市赤田９８２－１
    　　ＴＥＬ（０７６）４９５－１９０５ 
    　　ＦＡＸ（０７６）４９５－１９０６

メール info@anshingroup.jp
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