ふわ
ふわ

●出身地 広島市
（福山に来て7年になります。）
●趣味 旅行・読書

New
Face!

旅行は最近行けていないのですが、国内・海
外を問わず大好きです。読書は文芸書を読む
ことが多いです。
ドラマや映画の原作本や、気
になった本を図書館で借りて読んでいます。

石井 紀子
1975.1.7
A型

（ながい あやこ）

先着 300 名様ですのでご応募はおはやめに…

住所：福山市箕島町6585
☎084-971-3580

皆様、こんにちは。麺大好きの財前です。ご無沙汰しております。お元気でお過ごしでしょうか。2020年も残す
ところ僅かとなりましたが、皆様にとっても今年は忘れられない特別な年になったのではないでしょうか。

❹メレンゲができたら卵黄に塩を１
つまみ入れて混ぜます。卵黄を
ゆっくりメレンゲに入れて軽く混
ぜ合わせます。混ぜすぎるとメレ
ンゲがつぶれてしまうので注意し
てください。
❺軽く混ぜている間にフライパンを
温めてください。

❻温めていたフライパンに混ぜた生
地を流し込みます。流し込んだ生
地はつつかずにそのままで！！
❼中火で４分間、蓋をして蒸し焼き
にします。

生地ができたら素早くフライパンへ!!
時間がたつと生地がつぶれるそうで
す。メレンゲを作る時途中交代しまし
たが、後は全部、次男が作ってくれま
した。意外と料理が上手な次男。次回
もお願いしようかな（笑）

事故のご報告

福山東IC

山陽自動車道

今年も多くの皆様にご来店いただきありがとうござ
いました。
さて、平成31年1月から12月の1年間に、当社で受
付事故した事故の報告をさせていただきます。まず自
動車保険ですが237件と若干減少しました。（うち、治
療中や弁護士事案で9件未解決）パンク等でのロード
サービスのご利用が増えています。また生命保険・傷
害保険・火災保険ですが1年間で146件の受付をして
おります。お支払い額が300万を超える事故も発生し
ております。

事故類型別構成率

■車同士の接触
■車両単独事故
■大雨での車両損害
■飛び石・いたずら
■自転車走行中
歩行中の自動車事故
■被害事故その他

弊社でも今年は、特別な年になりました。コロナ禍で「目に見
えない災害の怖さ」を痛感したのは勿論の事ですが、その中で今
年4月に、私が代表をつとめる(株)アルファ保険サービスは、森上
一弘氏が代表をつとめる(株)ライフアンカーと合併をし、人数も
４人から、新入職員も含めて９名体制となりました。
また、千田町の事務所の隣に、新館を設け、念願のミーティン
グルームができました。お客様の駐車スペースも広くなりました
し、安心して多くの方にご来店していただけるように、今以上にコ
ロナ対策をしていく所存です。
（4月～9月で127名様にご来店していただきました。ありがとう
ございます）
来年は、コロナに負けない活気に満ちた「倍返しの2021年」に
なればと思います。私も2021年こそバイクツーリングを復活した
いと思っています。
皆様も2020年に出来なかった事にチャレンジをしてみてはいか
がでしょうか？健康に
はお気をつけて、また
お逢いできる日を楽し
みにしています。

オンリーワン

アルファ保険サービス
北消防署

山陽本線

福山駅
郵便局

福山東警察署
ポートプラザ

2号線

新型コロナウイルス感染対策

182号線

風の時計

❸角が立つぐらいまでメレンゲを
作ったら砂糖を２つまみ入れてさ
らに混ぜます。あまり混ぜすぎる
と固くなるので注意!!

❾４分たったらお皿に盛り付け

313号線

6月より入社しました永井文子と申します。
保険はほんとに奥が深いので勉強が必要ですが、保
険の大切さというものは痛感していますので、微力な
がらお役にたてるようになれれば、と思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。
先日ランチをしたお店を紹介させていただきます。
時間がゆっくり過ぎるように感じるカフェで、デッキ
にいると交差する海風と山風が心地よく、眼の前に広
がる海の景色に身体一杯、美味しい呼吸が出来た感
じです♪

➑４分 経ったら、火を止めて４分
間、蓋をして余熱で温めます。

❶まず卵２個を卵黄・卵白と分けま
す。この時、卵白に卵黄が入らな
いように注意してください（卵黄
が入るとメレンゲが上手く泡立た
ないのです）

吉野家

高松市内にある
の
「うどんバカ一代」
肉うどん

広島銀行

株式会社 アルファ保険サービス
TEL 084‑955‑7257
〒720-0017 福山市千田町 2-3-9
FAX 084‑970‑0112
E-mail alpha-h@ag.sompo-japan.co.jp
HP https://www.alpha-hoken.jp

本館

絶対にやせようと誓いの握手
２人あわせて180kg !!

新館

財 前 嘉信

この業界3５年

（ざいぜん よしのぶ）

1964.4.10
B型

AFP
（日本FP協会認定）
損害保険トータルプランナー
（日本損害保険協会認定）
トータルライフコンサルタント
（生命保険協会認定FP）

●好きな言葉 希望
●好きな食べ物 麺類
●中途半端な趣味
バイクツーリング・鉄道模型
ゴルフ・電車で一人旅

３ 玉︵３人前？︶食べきりました

1972.9.29
O型

New
Face!

2021年「カレンダープレゼント応募はがき」在中です

材 料 ●卵２個 ●塩・砂糖

❷卵白でメレンゲを作ります。自動
の泡だて器があると便利です。
我が家はそのような便利なものは
ないので次男、がんばりました。

●出身地 山口県下関市
●家族 娘
（22歳）
と息子
（20歳）
●好きな場所 水辺
●好きなこと
料理（上手でもなければセンスもないけど好きです）
散歩・洗濯物をたたむこと・読書・音楽を聴くこと
（特にJ-POP、フォークソング）
＆歌うこと

2020

今年は次男が作るふわふわ
オムレツをご紹介します

（いしい のりこ）

今年の5月に入社いたしました石井紀子です。
至らないことも多々あるかと思いますが、一日も早く
お客様のお役に立てるよう、いろいろな知識を身につけ
ていこうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年はコロナ禍で色々な行事やイベントが中止・延
期になったので、家庭菜園に挑戦しました。7月の長雨
で日照不足になり、きちんと育ちませんでしたが、トマ
ト・きゅうり・なすなど夏野
菜の収 穫が できました。最
近、何かの小動物が来ている
ようで、野菜を植えている柔
らかい土の場所に穴を掘るの
で、それが悩みです。

永 井 文子

オムレツ

！
！

森上 一弘

（もりうえ かずひろ）

1966.10.4
O型

New
Face!

●家族
妻・娘(高３)・息子(中３)
●好きなもの
ゾンビ映画
ディズニーリゾート・肉！
！

New
Face!

富田 隼 人
（とみた はやと）

1979.3.15
A型

●特徴
心理学卒なのに
妻の心理は読めない
代理店合併に伴い4月からアルファ保険サービスの
一員となりました森上一弘です。よろしくお願いいたし
ます。
今回は自己紹介も兼ねて、私の趣味のラジコンにつ
いて。ラジコンにも様々なカテゴリーがありますが、私が
主に楽しんでいるのは1/8GPオフロードバギーというカ
テゴリーです。拳大のエンジンで走る４WDのオフロー
ドカーです。以前参加した全日本選手権の決勝の様子
はこちらの動画で。私はもちろん予選敗退です。(^^;
2012
全日本選手権
ファイナル

1/8バギーのサーキットは遠方なので、ここ最近はラ
ジコンメーカーの京商(株)さんから発売されているミ
ニッツレーサーという手のひらサイズの自動車のレース
を我が家の子どもたちと一緒に楽しんでおりました。
手のひらサイズですが中身は本格的で、実写と同様
に後 輪 駆 動・前 輪 駆 動・四 輪 駆 動が 選 択でき、ボ
ディーも実車からレース車、映画やアニメの車まで選べ
ます。またオプションも豊富で、自分なりのチューニング
やセッティングを楽しめることも魅力です。

10月でこの仕事も
24年目に突入

ミニッツのレースは室内サーキットで行われ、1年通し
て各地でレースが開催され、2月に代表権を獲得した選
手で全国大会が行われます。
恵まれたことに福山にはミニッツの常設コースのある
ラジコンショップが２つあり、私は松永にある『ラジま
に』さんのサーキットへお邪魔してます。体験走行用の
レンタカーもあり、初心者にも親切丁寧な店長が対応し
てくれますので、興味のある方は是非お店を覗いてみて
ください。

素人囲碁を習いながら、いく年過ぎたか。
皆さんは「ウソ手」と「本手」の話、聞かれた事ありますか。
簡単に言うと、
「ウソ手」は打ちやすく正しいと思い込む一手。
「本手」は目の前の利を感じない打ちにくい一手なのです。
今年は、コロナ禍で、読書の時間が持て、童
門冬二著作『楠木正成』を読みました。
鎌倉幕府滅亡から南北朝の動乱期、無私無
欲で後醍醐天皇に命懸けの忠義を尽くした名将
の話です。兵法にも「本手」があって、
「本手」が
勝利の道なのだと感じます。
私もこの業界で25年。
お客様の意向を第一に、企画提案し続けて、
今も「本手」で打つのです。

ラジコンSHOP

ラジまに

京商ミニッツ

●出身地

住所：福山市松永町５１７−１
☎084-934-1990
HP：http://rajimani.com/

京商ミニッツ
紹介ページ

●出身校

石川県金沢市

田中

大学卒業後お金を貯めバイクで沖縄一周をし
て来ました。屋久島に立ち寄り鉄板入りのブー
ツ、ジーパンＴシャツで屋久杉を見に行った事も
ありました。本気で遭難しかけたのも今ではい
い思い出ですが・
・
・バイクを手放してしまいも
う何年も乗っていませんがまた乗りたいと虎視
眈々とその機会を伺っています。

代理店合併に伴い4月からアルファ保険サービスの一
員となりました富田隼人です。よろしくお願いいたします。
最近マイブームになっているのがメダカの飼育です。
お客様にいただき飼っていたのですが、中々卵を産ま
ずうまくいきませんでした。しかしある日お腹に卵を抱え
ているのを見つけ産卵床というものを作ってみました。5
歳の息子といくつか作ってみると今までが嘘のようにたく
さんの卵を産み付けました。中でも息子が作った産卵床
には数十個という卵がつきドヤ顔をされました。その後た
くさんの稚魚が産まれ息子もよく世話をしてくれました。
増やし過ぎて今後どうするのかと奥さんに言われており、
引っ越しの際の置き場所をどうするか考えている間、外に
置いていたのが失敗でした。急に暑くなったためメダカの
水槽がゆだってしまい8割くらい死んでしまいました。息
子が大切に世話をしていたメダカは残念ながら全滅。そ
の日の夜帰宅した際「パパのせいで全部死んだ！」とめ

1981.1.16
A型

ちゃくちゃ怒られました。息子に可哀想な事をしてしまい
ましたが生き残ったメダカがまた卵を産み少しずつ増えて
います。
未だにオスとメスの区別が出来ませんがヒレの見分け
がつくよう頑張ります。同じ系統の色が生き残ったためオ
レンジっぽいものばかりですが色々な色を交配させてい
きたいなぁとも思っています。

子育てを卒業し、自分の時間がもてるようになりました。
自己啓発にと、平成29年に宅地建物取引士の資格をとり、3年
かけて、日本ＦＰ協会のＣＦＰ資格審査試験（全6教科）を受け、
今年4月にＣＦＰ認定。9月には、１級ＦＰ技能検定（実技試験）
に挑戦しました。･･･でも1級ＦＰの受験料20,000円って高すぎま
せんか？そんな私の勉強のお供は、チョコレートとコーヒーとあた
りめです。これからもチャレンジを続けたいですね(^▽^)/

ココだよ〜

守屋 茂 男
（もりや しげお）

チャコ♀

（8歳7か月）

●特徴

卒業後安田火災に入社
ずっと保険の
仕事をしています。

チワワに見えない(*´∇｀*)ぽっちゃり
先住犬クロ♂
（黒いチワワ）
を押しのけ
て食欲ありすぎ

今は、ゴルフ、スケートボードが主ですが、かじったことの
あるスポーツであれば、スノーボード、ボウリング、ダー
ツ、ボルダリング、バドミントンなどがあります。みんなで
ワイワイするのが好きなので、誘っていただけると喜ん
で参加します。ただ、カラオケは苦手なので誘われてもタ
ンバリンをたたくことしかできません。こんな私ですが今
後ともよろしくお願いいたします。

昨年12月1日にアルファ保険サービスとしてのゴルフコンペ
を初めて開催しました。初めてということもあり、手探りで準備
をさせていただき至らぬ点も多々ある中、総勢16名のご参加を
いただきました。色々な課題を改善し人数を増やして2020年の
春にも開催を企画しておりましたが、コロナの影響もあり、延期
とさせていただいております。三密を避けて、これからの新しい
スタイルとして何とか第2回を開催できるように思案してまいり
ます。落ち着き次第、再度ご案内させていただこうと思いますの
で、皆様のご参加をお待ちいたしております。
私事では3月に新しくできたタカオスケートパークでスケートボードを楽しんでおります。もう40歳
を前に若い人についていくのがやっとです。教えるほどの技術を持ち合わせていないので、そのかわ
りにきれいにスケートパークが使えるよう、毎回練習に行く時にはビニール袋を持参しゴミを持ち帰
るようにしています。初めのうちはペットボトルなどたくさん捨てられていましたが、最近はタバコの
吸い殻程度になってきました。今後もきれいなスケートパークが維持できるように続けていきます。
いつかは何かイベントができるようになって、交流が持てるようになればいいなと思っています。

財前 容子

（ざいぜん ようこ）

1965.5.23
A型

先日、ジアウトレット広島に娘と行きました（福山から車で1時
間半）。想像していたより広くて、2Fの店舗を見て回るのも結構時
間がかかりました。1Fはレストランやゲームセンター等があり結構
な賑わい。お好み焼き＆ホルモン焼きをいただきました。

New
Face!

稔

（たなか みのる）

新涯小学校 盈進中学校
盈進高等学校
●クラブ活動 小学校 卓球部
中学校 環境研究部
陸上部
（砲丸投げ）
高 校 陸上部
（砲丸投げ）

●家族
夫と犬２匹（クロ＆チャコ）
別居の娘２人
●好きな事
旅行の計画をたてる事

大人気の『鬼滅の刃』知っていらっしゃる方も多いと思い
ます。我が家も私以外みんな好きで、特に三男が大好き!!単
行本も全部買いました。その単行本をみて模写するのが
長男。以前、ネットの画像を見ながら描いていた『禰豆子
（ねずこ）』がすごく上手だったのです（親バカですいませ
ん）でも自分の好きな漫画以外の絵は上手く描けない…
わが子ながら不思議です(^^;

重政 ルミ子
（しげまさ るみこ）

1971.2.19
A型

●出身地 広島市
（福山市に来て数十年）
●趣味 音楽鑑賞
（アイドルは苦手です。）

最近は車で大好きなバンドのDVDを聞きながら運転をする
のがひそかな楽しみ。息子の習い事の送迎で待っている間、
車の中はコンサート状態。旦那は呆れていますが、子ども
（特
に次男と三男）
はよき理解者です。

ポイ捨て
禁止!!

