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スマイル通信

いつもありがとう

平成 28 年 4 月 1 日号・第 25 号

　皆さん、こんにちは。

　春になりました！　春と言えば「入学式」を思い出します。小学生の時は真新しいランドセルを背負って、胸躍

らせて体育館で行われた入学式の列に並びました。中学生の時は、初めて着る学生服の詰襟に少々窮屈な感じがし

ながらも、随分と成長したような気持ちがしたものです。高校生の時も学生服でしたが身長も伸び、精神年齢は低

かったものの大人への入り口を感じていました。どういうわけか大学の入学式は記憶に残っていません。卒業式は

神戸のワールド記念ホールで開催されたことを覚えているのですが、入学式はどこで行われたのかも思い出すこと

はできません。不思議なものです。

　弊社のスタッフのお子さんの中にも、今春保育園入園が 1人、小学校入学が 3人、中学校入学が 2人、高校入学

が 1人、大学入学が 1人います。今年の冬は暖冬で始まり、梅の開花は随分と早かったようですが、桜の開花予想

は例年とほぼ同じだそうです。桜が満開に咲き誇る中での入学式が期待できそうですね。新入生たちが楽しい学生

生活を送ることを心から祈っています。

　入学式とは縁のない人も、春は何かが始まる季節であり、不思議と心躍りますよね。習い事や新しい仕事にチャ

レンジするという方も少なくないかもしれません。新春から世界中でテロが多発したり、景気の悪化や急激な株安

といった暗いニュースが新聞のトップを飾っていますが、そんなことを気にせず明日に向かって歩き出しましょう。

　「あしたをつくろう！」　これはウェイグッドのキャッチコピーです。みんなで子供たちのために、家族みんなの

ために、世界中の人々のために、明るい未来をイメージしていきましょう！　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　堀内潤
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晴明神社

神泉苑

　桓武天皇に怨霊がたたり、貞観 5 年（863 年）5 月

神泉苑にて御霊会（ごりょうえ）を催し“おんりょう”

を鎮めた。時折しも都は疫病が広がりたたりだと

言われた。全国の国の数 66 の鉾を立てて神泉苑の

池に浮かべ厄払いをした。

　後世には町衆の祭典として鉾に車を付け飾りを

施して京の都を練り歩くように。その後祇園祭へ

と発展していった。　　　　　　 （二条城の南）

祇園祭のはじまり

　鴨川が氾濫した折に藤原道真

が水中から現れ天へと昇り氾濫

を沈めたという“登天石”と  

名付けられた石がある。

　　 （上京区御霊前通り北東）

日本最初の天満宮
　安倍晴明は史実と伝説の境を自由に行き来し

た謎の陰陽師。晴明の背後に鬼の姿をした   

“式神”が2匹従えていた。式神は目に見えない。

この式神を操り数々の奇跡を見る。

　フィギュアスケートの羽生結弦選手が演じた

“セイメイ”では異次元の演技を見た。

　　　　　　　　　（市バス一条戻り橋下車）

奇跡

　私が子供の頃、堀川は暗い感じの川でしたが、

今は遊歩道もありきれいになりました。

　また、東堀川通りには当時チンチン電車が走っ

ていたことを思いながら、訪れた所々で平安京に

思いを馳せ楽しく歩きました。　（情野栄祐）

～京都の魔界　堀川通を歩く～
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fax 0120-027-0030120-027-456

　前述の事故等の背景により、平成27年3月 18日兵庫県

は全国初「自転車保険」の加入を義務付ける条例を可決、

同年 10 月 1 日より条例が施行され、自転車保険に加入し

ていなければ自転車に乗れなくなりました。

　自動車には被害者救済の強制保険「自賠責保険」があ

りますが、今のところ自転車には強制保険はありません。

そこで、保険会社が取り扱いをしている保険を活用します。

　自転車事故によって加害者になった場合の損害賠償責

任を補償できる保険が「個人賠償責任保険」、自身のケガ

を補償するのが「傷害保険」、この 2 つの補償を備えたの

が自転車保険です。兵庫県で義務付けられた自転車保険

とは、損害賠償責任に対応できる「個人賠償責任保険」

のことを指しています。

　個人賠償責任保険とは、傷害保険、火災保険、自動車

保険や共済などに『特約』として付帯する形で補償を備

えることができ、基本一家にひとつ個人賠償責任保険が

備わっていれば、家族全員が補償対象となります。

　自転車事故によって死傷させ、高額な損害賠償責任を

負う事例が増えています。

　記憶に新しいのが、神戸市で発生した小学生が運行  

していた自転車が散歩中の女性に対して正面衝突し跳ね

飛ばしてしまった事例。女性は頭の骨を折るなどして病

院に搬送されたが意識不明状態に陥り、被害者の親族が

子供の母親に損害賠償請求訴訟を提起。結果、小学生の

母親が監督義務責任を問われ、母親に 9,520 万円の損害

賠償責任命令が下りました。

　このように、交通事故の高額な賠償事例は自動車のみ

ならず、自転車事故に関しても発生しています。

　平成26年に発生した「交通事故」（車両などの交通を原

因とする人の支障、物の損壊を指す。道路交通法）が、

57 万 3,842 件。そのうち自転車乗用中の交通事故は 10 万

9,269 件と、19％を占めています。そして、自転車事故の

10万9,269件のうち、“99％”にあたる10万8,538人もの方々

が死傷しています。

　この数字から、自転車事故の場合は事故＝（イコール）

死傷という身体に直結している危険性の実態が見て取れ

ます。（警察庁、一般社団法人日本損害保険協会より）

● 自転車保険の重要性

● 自転車事故　高額な賠償責任

● 自転車事故の状況

　自転車は運転免許を要するわけではないため、小さな子どもも運転ができます。子どもが自転車によって

被害者になるのはもちろんのこと、神戸市の事故のように加害者になることも多く発生しています。 その際、

事故の当人ではない親が賠償責任者になります。どれだけ自分が気をつけていても事故というのは絶対起こ

らないとは言えません。ましてや子どもが加害者になることもあると考えると、決して他人事とは言えない

のではないでしょうか。

　個人賠償責任保険に関し、お気軽に担当のファイナンシャルプランナーまでお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （堀内祐希）

　4月に入り新生活を迎え、自転車に乗るようになる方も多いのでは。これから自転車に乗る方も、すでに乗っ

ている方も「自転車」に対する補償は備わっていますでしょうか？　誰しもが身近に起こりうる“自転車事故”

を想定した対策方法をご案内します。

備えは万全 !?　個人賠償責任保険
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  貯蓄以外の方法で将来費用になるお金を非課税で準備できるようになったことは、画期的なこと

です。投資を活用して資産形成する際に必要なのは、「どのタイミングで、いくらお金が必要なのか？」

「そのお金を用意するのに、どんな計画を立てるべきか？」といったライフプランをきちんと立てる

こと。早い時期から教育費をはじめとした目標を定め、その達成にむけてジュニア NISA を大いに 

活用してください。

　まずは、お気軽に担当ファイナンシャルプランナーにご相談ください。　（古東裕康）

　いよいよ 2016年4月からジュニアNISA が始まります。子や孫の将来のためのお金を非課税で増や

すチャンス。資金づくりの強い味方として活用するためには、制度や仕組みを理解することが大切

です。まずは、3つのポイントを見ていきましょう。

・子どもの教育資金に
　　　18 歳で引き出し可能なら、大学進学の入学金や学費にグッドタイミングだね！

・その後の自立資金に
　　　子どもが社会に巣立つ時、背中を押してあげる資金や資産形成の土台になれば良いね！

・祖父母からの贈り物に
　　　かわいい孫の将来のため、すこしずつでも非課税で運用してのこしてあげたい。

・資産運用を学ぶ契機に
　　　自分の口座を持つことで、金融や経済をしっかり学ぶきっかけにしてほしい！

ジュニアＮＩＳＡの活用例

ポイント1　　子どもの将来に向けた資産運用のための制度

ポイント2　　年間80万円の非課税投資枠が最大5年間（合計400万円）利用可能

ポイント3　　贈与税の枠（年間110万円）の範囲内で資産が移動でき、相続対策！

     注意    成人のNISAのように自由な出金ができず、払出制限が設けられています。

 ※3月31日時点で18歳である年の1月1日以降（高校3年生の1月以降）払出しの制限はなくなります。

ジュニアＮＩＳＡの 3つのポイント！ と注意点

今のＮＩＳＡと何が違うの？

※1　ジュニアNISA口座を開設する金融機関の変更はできません

ジュニアＮＩＳＡ ＮＩＳＡ
対象年齢 日本在住で 0～ 19歳 日本在住で 20歳～

年間非課税投資枠 80万円（5年間で最大400万円） 120万円（5年間で最大600万円）

対象商品 株式投資信託・上場株式等

投資可能期間 2016年～ 2023年　※1 2014年～ 2023年

非課税期間 最長 5 年

払出制限 18歳までは途中払出に制限 なし

運用口座の管理 親権者等 なし

2016 年ＮＩＳＡがますます魅力的に！2016 年ＮＩＳＡがますます魅力的に！

子どもに贈ろう！  ジュニアＮＩＳＡがいいさ!!子どもに贈ろう！  ジュニアＮＩＳＡがいいさ!!
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　 Waygood ４コマまむが

「うちの社長さんは、　おしごと命！｣
　　　　　作 / 山田愛　　　1月 30 日に日銀が「マイナス金利」の

導入を発表しました。これは民間の金融

機関が日銀の当座預金にお金を預けた

際、手数料を支払うというもの。ヨーロッ

パでは殆どの国で導入されていますが、

日本で導入されるのは今回が初めて。金

融機関は日銀にお金を預けるだけで手数

料を支払うことになるので、日銀に預け

るかわりに企業等への融資に資金を回す

ことが期待されています。企業や個人が

お金を借り易くなり、経済が活性化する

可能性が高くなります。私たちの暮らし

では住宅や自動車のローン金利の引き下

げにつながり、購入しやすくなる可能性

があります。個人の預金金利がマイナス

になるのではないかと心配もされていま

すが、日銀の黒田総裁は民間銀行の個人

向けの預金にマイナスの金利がつく可能

性はないと言っています。導入後、早速

一部銀行で住宅ローンの金利引き下げが

検討されており、私たちもローンの借り換

えを考えてみるのも手かもしれませんね。

　　　　　　　　　　　　　（澤　克美）

money トピックス

【 日銀　初のマイナス金利 】

money トピックス

【 日銀　初のマイナス金利 】

4 月 5 日　
　　　　　Feel-good COFFEE （イオンモール桂川内）

4 月 8 日
　　　　　Dinosaur Jungle ( 阪急洛西口駅徒歩 3 分）

4 月 12 日
　　　　　錦一葉 （阪急河原町駅徒歩 5 分）

4 月 14 日
　　　　　Pancake Cafe mog 京都三条店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京阪三条駅徒歩 5 分）

4 月の開催日程
詳しくはHPをご覧ください

　滋賀でおなじみの企画「カフェdeマネー」、いよいよ4月から京都でも開催決定です！

おしゃれなカフェでおいしいスイーツをいただきながら、おしゃべりを楽しみ、お金の 

勉強ができる企画で、5年目を迎えました。

　　「子どもを連れて、カフェでお茶なんて、無理」

　　「セミナーには子どもは連れていけないな…」

　　「子どもと月齢の近いママ友が欲しい」

　　「育休中の今だからこそ、いろんな知識を身につけておきたい」

そんなママが毎回たくさん参加してくださる「カフェdeマネー」♡
お友達も誘ってお気軽にご参加くださいね。

皆さんにお会いできることを楽しみにお待ちしております。　（井上ゆかり）

みんなで楽しくおしゃべりしながら学べます

!京都開催『　　　　　　　　』

お待たせしました !

de
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京都オフィス 〒604-8166　京都市中京区三条通烏丸西入御倉町 85-1　KDX烏丸ビル 2F   TEL：075-746-6170　FAX：075-746-6173

大阪オフィス 〒541-0059　大阪市中央区博労町 3-6-7 御堂筋三都ビル 205　　　　　  TEL：06-6121-8088　FAX：06-6121-8087

滋賀第 1オフィス 〒525-0059　草津市野路 1-16-1　アメニティ南草津Ⅷ１F　　　　  TEL：077-564-7010　FAX：077-564-7050

滋賀第 2オフィス 〒525-0059　草津市野路 1-16-13 アメニティ南草津Ⅴ１F　　　　  TEL：077-561-0910　FAX：077-561-0912

ビル名称が
変わりました

STAFF ROOM

スタッフの日報に癒されています。

みんながお客様に貢献しようという

姿勢を確認でき、僕も一日も早く

がんを寛解させ、完全復帰を目指さ

なければと強く思います。（堀内潤）

最近の癒しは、今年 2 歳になる甥っ

子。久しぶりにお正月に会って一緒

に遊び成長の速さにビックリ！ 妹

から送られてくる甥っ子の写真を見

るだけでも癒されます。（古東裕康）

吉川晃司！！ デビュー以来32年。

誰よりも長く深く愛し、病める時も

健やかなる時も絶大なる私の心の支

え。今年も映画やライブでばんばん

追っかけるぞー(笑)。（平野たまき）

オシャレな JAZZ＋ボサノバを聴き、

まったり、ゆったりとした時を持ち、

海を感じ、のんびりしている時間は

とても最高な気分になれます。

　　　　　　　　　　　（情野栄祐）

「和菓子｣と｢日本茶｣に癒されていま

す。特に｢とらやの和菓子｣（ちょっ

と高いですが…）と濃い目の日本茶、

又はお抹茶の組み合わせがすばらし

い。日本人で良かった。（水口一弘）

職場近くにあるジムでの水泳。大き

な身体をプカプカ浮かべ、力を抜き

ながら2kmを 40分ほどでクロールで

泳ぎます。心身ともにリラックスで

きるひとときに癒されます。（情野剛）

寝る前に心地よいCDを聴きながらオ

イルで手足のマッサージ。ホテル仕

様の羽毛まくら2個重ねのお布団に包

まれる時間は最高！ すぐ眠りに落ち

て記憶ないのが残念。（井上ゆかり）

ガーデニングに嵌っていた頃から多肉

植物が大好き。華やかさはないけど

いつもリビングの片隅で和ませてく

れています。手入れ不要、ストレスフ

リーの可愛い癒しです。（村山眞寿美）

懐かしい曲を聞いている時かな？

特に中島みゆきの『糸』。色々な人

がカバーしていますが BankBand の

ミスチル桜井さんの声がバッチリ

合って癒されます。　（齋藤智佳子）

ざりがにのサリーちゃんです。プリ

ンの陶器の容器がお気に入りで、終

日こもっています。なぜか、体がブ

ルーできれいです。毎日、コーヒー

タイムに眺めています。　（澤克美）

昨年引越しをし、少し伸びた通勤距

離。普段は電車を乗り継ぎ通勤して

おりますが、京都まで直通の高速バ

スを発見！　たまの利用時らくちん

で癒されています。　　（堀内祐希）

赤ちゃん。小さくても、自己主張で

きるし個性を持っていてみんな可愛

い～！ わが家にも 12 年前にいたの

ですが、今春中学生に。 子どもの成

長は早いなぁ。 　      （石原敦子）

私の癒し丸太郎！ うちで飼っていた

柴犬にそっくり！ 顔も体つきも背

中の白い毛も！ 懐かしく可愛く幸せ

な気分に。ぬいぐるみと寝ている姿

がめっちゃカワイイ♡（野村かをり）

電話台に貼っている宇宙人のイラス

トに毎日癒されています。同僚が描

いてくれたA子星人。半年以上たち

ますが飽きがきません。次はフィ

ギュアを待ってま～す！（金田三鈴）

昨年誕生した初孫ちゃん。お年玉やお

食い初め等のイベントで既にお金が掛

り始めていますが、その笑顔を見ると

ね。癒されているのか、財布の紐が

緩められているのか… （若林ます江）

3月までは朝の連ドラ「あさが来た」

の新次郎さんに癒されていました。

毎日楽しみにしていたのに、ターム

が終わってしまい、これからどうし

ようかと悩んでいます。  （岸﨑愛子）

私の癒しは化粧品売り場に行って店

員さんにお化粧をしてもらうことで

す。新色や限定品という言葉にわく

わくで眺めているだけでもかなり癒

されてしまいます。  　   （若林香）

黒霧島のお湯割りに癒されてます。

一口含んだ時に湧き上がる独特の香

り。お湯割りだからこそなせる喉元

を過ぎた後のほっこり感。発明した

人は天才だと思います。　（速見淳）

ごぼうとお豆腐が入ったお味噌汁

に癒されます。やっぱり日本人！

疲れた時はおダシが一番。身体中に

しみわたって元気が出ます！ 

                    （仁賀みさ子）

ディズニーミニカーが好きでお気に

入りを見つけるとつい買ってしまい、

気づけば 27 台！ 小さいケースに

飾っているのでほぼ隙間がないです

が見るたび癒されます♪（清水佳代）

仕事と家事を終え、一日の最後にお

風呂。湯船に肩までつかり大好きな

「マイケルブーブレ｣の曲を聴きながら

ゆっくり疲れを癒します。ひと時です

が私の贅沢な時間です。（稲場敏子）

おいしいものを楽しく食べる！ ラン

チタイムにみんなでおしゃべりした

り、笑ったりしながらのご飯は格別

です。サラメシならぬウェイメシで

毎日を乗り切っています。（出水和葉）

大好きな作家の絵画。時々画集を眺

めています。以前行った展覧会では

時間を忘れて見入ってしまいまし

た。また回顧展やらないかな～。

　　　　　　　　　　　（辻川雅美）

7歳の下の子が毎日弾くピアノの音♪ 

超スパルタでかわいそうと思いつつ、

全部自分で音取りをさせているの

で、「お母さん、弾けたよ！」とい

う笑顔にも癒されます♪（岸根由美）

大学時代の親友6人でのLINEに癒さ

れます。住まいは離れていますが、

なんだかいつも近くにいる気分！

いつも元気をもらってます。

　　　　　　　　　（上城戸アンナ）

私の日々の疲れを癒してくれるのは、

ビーズクッション！ さすが『人をダ

メにする』と言われるだけあり、包ま

れる安心感、 ふわふわ心地よい感触

に常に家族で取り合い♪ （神田美穂）

これに癒されています


