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スマイル通信

いつもありがとう

平成29年10月1日号・第31号

　皆さん、こんにちは。

　「生活習慣病」という言葉をつくり、予防医療や終末期医療の普及に尽くした聖路加国際病院名誉院長の日野原

重明（ひのはらしげあき）先生が7月18日に東京都内の自宅で亡くなりました。105歳でした。

　専門は内科学。1954年に民間病院として初めて人間ドックを導入。定期健康診断による早期発見、早期予防の

医療を定着させました。また、成人病と呼ばれていた脳卒中・心臓病などを「習慣病」と呼んで病気の予防に

つなげようと1970年代から提唱してきました。旧厚生省は96年になって成人病を生活習慣病と改称、今では広く

受け入れられています。

　先生は58歳の時に「よど号ハイジャック事件」（1970年）に巻き込まれて生き延びた経験から、「命を人のために

使おう」と考えるようになったそうです。87年からは全国の小中学校 226校以上を訪ね「いのちの授業」を続け、

「命は生きている時間そのもの。君たちの持っている時間を何に使うか？ 大人になった自分の時間を誰かのため

に使ってほしい！」と語り掛けてこられました。

　また、最後までより良く生きること、寸暇を惜しみ常に新しいことに挑戦することの大切さも説かれました。

私にはまだミッション（使命）がある、と10年先まで書き込める手帳に予定を書いていらしたそうです。

　社会へ向けた「声」がひときわ力強い医師であり、発し続けた言葉の数々は超高齢社会を生きるシニアにも

若者にも勇気を与え、夢を抱かせたのではないでしょうか。「75歳を超えて第三の人生が始まる」と言われると

胸に新たな灯がともります。私たちも、経営理念である「ライフプランに基づいたお客様の夢の実現をサポート

していくこと」で皆様の胸に新たな灯をともす存在になれるよう努力いたします。　　　 代表取締役　古東裕康
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多くの日本人は投資を必要としていない
　投資未経験である日本人の実に 83%が投資は不要と考えています。その理由は①そもそも

関心がない、②ギャンブルと同じで損するから怖い、③知識がないからできない、というも

のです。確かに毎月の給料があれば普段の生活はなんとなく回っていて、投資の知識を持つ

こともリスクを取ってまで投資をする理由も見当たらないと考えがちなもの。その結果、

日本では長らく金融資産の多くを預貯金が占めることとなっています。アメリカやイギリス

に比べるとその構成比は歴然です。根強い安定志向と『預貯金大好き！ 元本保証バンザイ！』

という国民性が明らかなのです。

経験豊富な欧米人とリターンの『果実』をもらい損ねる日本人
　そんな極端にリスクを嫌う国民性がせっかくの運用リターンをもら

い損ねている事実にお気づきでしょうか？ 95年からの 20 年間、良く

も悪くも世界経済ではいろいろなことがありましたが、アメリカや

イギリスは運用リターンでそれぞれ3.11倍、2.27倍と着実に金融資産

を増加させています。 比べて日本は1.47倍と大きく取りこぼした感は

否めません。運用リターンは家計金融資産の増加に大きく貢献する

ことがよくわかりますね。

日本人は汗して働くことでしか貢献できていない
　また運用リターンの果実をしっかり手に入れることができれば、それは財産所得となり家計に大きな安定をもたらす

ことにもなります。勤労所得に加えて財産所得が家計所得を押し上げる追い風になるのです。同じくこの20年間、アメ

リカは勤労所得3、財産所得1の割合で右肩上がりの成長を見せています。対して日本は勤労所得8、財産所得1。年々収

入が下がることが多いこのご時世、家計は

ゆるやかな右肩下がりの様相です。暴論覚

悟ですが、汗して働くことだけがよいこと、

お金のことを知らなくてもなんとかなって

きたという多くの日本人の『美徳と無知』

が招いた結果なのです。

あなたの大切なお金、働いていますか？
誌上フォローアップセミナー誌上フォローアップセミナー
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モノと時間を分けて安定的なリターンを
　収入と預貯金だけでみんなが一生涯を満足して暮らせる時代は終わ

りを迎えているようです。今からでも決して遅くはありません。知識

を持って投資・運用をもっと身近なものにしていきましょう。誰でも

できるキーワードは『長期・分散・積立投資』。この 20 年間、ＩＴバブル

崩壊やリーマンショックなど大きく相場が下がることもありましたが、

その後は決まってＶ字回復し、ほぼ年2～ 8％の収益率で収れんしてい

ます。85年からの30年運用で見ると平均年4～ 6％というデータもあり

ます。結果的には今の預貯金よりも増えているのです。勇気を出して

チャレンジする日本人がもっともっと増えてほしいと切に願います。

ウェイグッドのお客様は時代の最先端を走っています！
　創業以来、私たちはこの日本の将来を予想し、時代に先駆け、様々な活動を通じて投資・運用の重要性をお伝えし続

けてきました。ご縁があったたくさんのお客様に、変額保険や外貨建て保険、投資信託などの投資性金融商品をご提案し、

ご契約いただいております。世界情勢が不安定になると相場環境にも影響が出がちです。不安になることも多いでしょう。

しかし、すべてはお客様おひとりおひとりのライフプランに基づいて実行しているものです。自信を持ってこれからも

投資・運用とおつきあいくださいませ。ウェイグッド一同でとことんサポートさせていただきます。

　お金も時間も大切な自分の資源です。「安いものを買う、節約する」

だけが賢いお金の使い方ではありません。同じお金でいかに人生の満足

度や質を上げるかが試される時代になったと感じています。長い人生だ

けど、たった一度きり。お金の知識を正しく持って、賢く使いこなせば

まったく違う未来があなたを待っています。　　　　　　（平野たまき）

　『1億総中流』と言われた時代ももう過去の話。持つものと持たざるものの格差は年々広がっているようです。

2014 年運用開始の「少額投資非課税制度 (NISA)」や今年から対象拡大した「個人型確定拠出年金 (iDeCo)」など、

ここ数年、国は積極的な資産運用を促す制度を相次いで導入しています。国民に対し『自助努力による資産形成』

を真剣に求め、縮小するであろう公的年金のプラスアルファづくりを目指してほしいという意図が感じられます。
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今年のNISA買付は、お早めに

　平成26年1月に NISA制度が始まって、今年ではや 4年目。国の制度として着実に浸透しま

した。しかし、制度の細かいルールが毎年コロコロ変わり、とってもややこしいと言うお声

もよく耳にします。改めて NISA 制度の全容と、これまでの変遷をおさらいしましょう。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （金融庁ホームページより抜粋）

　開始当初は100万円だった投資限度額が、3年目の平成28年には120万円まで可能となりま

した。NISAの非課税期間は5年間です。なので、毎年120万円ずつをNISA口座で投資すると、

5年目には合計で600万円の非課税投資をしたことになります。

5 年間の非課税期間が終わると、①次の年の NISA 枠に移す（ロールオーバーと言います）、　  

②課税口座に移す、③売却するの 3つから選択します。

　ここで重要なのが、NISA の非課税枠は、その年その年で消化してしまうということです。  

つまり1年間で120万円の枠を使わなかったら、残りの枠を次年度に繰り越しすることはでき

ないのです。5年間続けた方だけが、マックスの非課税枠を使えるということになる訳です。

昨年までに NISA 口座で投資を始められた方、今年の NISA 枠も使っていらっしゃいますか？ 

お忘れではありませんか？

　とは言え、毎年12月になるとNISA買付ご希望のお客様が殺到して、なかなかアポ

イントが取れない状況になっており、皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

是非、早めに『今年のNISA枠を使って』投資を続けていただければと思っております。  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　  　　　  　（若林ます江）
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　開催当日。夏休みがスタートしたばかりで元気いっぱいの子どもたち。

銀行係さんからおこづかいをもらい、サイコロを振り、出たカードを  

もとにゲームが進みます。買う？ 買わない？ など迷いながらも自分で

決め、おこづかい帳に記入します。「やった！ お金がいっぱいになったー」

「先生～！ これどうするの？」と楽しそうな声が響いていました。

　お母さま方は別室に移動して「おこづかい塾ママ編」。おこづかいは

いつからあげるか、どう使わせるか、いろいろな意見が出ました。そして、

子どものことはもちろんですが、「我が家の家計管理はどうしてる？」と

いうテーマでグループディスカッション。他の方の話を聞くことで、こ

れからかかるお金や貯蓄のバランスなどいろいろな気づきがあったよう

で、みなさん真剣にお話をされていました。

　子どもたちはゲームの締めくくりに「お買い物体験」。おやつやおもちゃ

を自分たちで計算しながら決められた金額内でお買い物です。あと何円

分買えるかな？ とおこづかい分ピッタリ買う子。金額がオーバーして

どれをやめようか悩む子。考えながらお金を使うという経験にもなった

のではないかなと思います。

　最後におこづかい帳をもらい、みんなで記念撮影。

　次回のおこづかい塾は来年 1 月に滋賀と京都で開催いたします。　　

　親子でお金の大切さを勉強しましょう。たくさんのご応募をお待ち

しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（若林香）

　　　　　　　　　　　　とは子どもの頃から大切なお金の使い方や使い道を振り返

る方法、管理する方法をゲームを通して学んでいただく小学生のための講座です。

　ウェイグッドでは小学生のための「おこづかい塾」を夏休みと冬休みに滋賀で開催

しており、今回初めて京都にて 7月 22日、27日に開催いたしました。定員をはるかに

上回る126名のお申込みをいただき、抽選のうえ77名にご参加いただきました。

夏休みにみんなでお金の大切さを学びました

京都で初開催！ おこづかい塾
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fax 0120-027-003

0120-027-456

ウェイグッド損害保険チーム

　帰省中の息子のＡ郎から『父さん、明日地元の

友達とドライブ行ってくるし、ちょっと車貸して

よ♪』とお願いされる。友達から『ねぇ、今度の

連休Ｂ子の車で旅行に行こうよ！ 途中で運転  

代わるしさ♪』と誘われる。そんな時、いいよと

返事をしつつも貸し手の脳裏をよぎるのは「保険」

のこと。「事故の時、ちゃんと使えるのかな…？」

　補償内容に運転者限定などの条件が付いている

場合、万が一の時に補償されない可能性が…。ま

た、条件を満たしていても、貸している間に電柱

にぶつけられでもしたら来年の保険料が…。

　そんな貸し手の心配をよそに、Ａ郎とＢ子は

言いました。　　　　　　　　　　　　　　　　

『大丈夫！ 1日自動車保険に入るから♪』

　1 日自動車保険とは、文字通り 1 日単位で加入

できる自動車保険です。補償内容は通常の自動車

保険と遜色なく、国内大手損保会社が提供してい

る一般的なタイプだと 1 日 500 円、車両補償も含

めると 1日1,500円ぐらいになります。

　手続きは簡単。パソコンやスマホ、コンビニで

加入できます。受付は 24 時間 365 日。グーグル

などの検索サイトで『 1日自動車保険』と検索を

かければすぐにサイトに辿り着けます。

　必要な時にピンポイントで保険、これを上手に

使えば通常の自動車保険もずいぶん変わります。

今までは誰が運転するか分からないという理由で

『年齢条件なし』『運転者限定なし』にしていた方

も、1 日自動車保険を使えばそこに条件を付ける

ことができます。特に年齢条件は保険料を大きく

左右しますので、見直しの選択肢の一つとして検

討してみてはいかがでしょうか。

　今ではすっかり市民権を得たカーシェアをはじ

め、自動運転化技術の向上など自動車業界を取り

巻く環境はここ数年で大きく変わりました。それ

に伴い自動車保険も大きく変わろうとしています。

　毎年訪れる自動車保険の更新。これまで通りも

ひとつの方法ですが、せっかくなので我が家に

ぴったりのスタイルを考える機会にしてみましょ

う。ウェイグッド損保チームがサポートいたし

ます（^_^）　　　　　　　　　　　　　（速見淳）

自動車保険の新しいスタイル

1日自動車保険
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　 Waygood ４コマまむが

「 意外と可愛い？！ うちの社長さん ｣
　　　　　作 / 山田愛　　　8 月から社会保障制度の仕組みが変わ

り、年金受給資格期間が 25年から 10 年に

短縮、一方医療では 70 歳以上の高額療養

費制度が見直されました。また、介護保

険料も収入が多い人ほど負担が増える仕

組みになりました。その背景には、27年度

の介護給付費が9兆円を超え、今後も増加

する傾向にあるからです。生命保険文化

センターの調査では、介護にかかる一時

費用は平均 80万円、月額では 7 万 9 千円、

59.1ヶ月の期間、介護が必要とされてい

ます。例えば要介護 3の居宅サービス支給

限度額は約 27 万円ですが、その利用率は

57％の15万4千円と、サービス全額を利用

できていないのが現状です。公的介護保険

の自己負担割合は1割（所得によっては2割）

ですので、あと 1万円で限度額のサービス

を受けられることになります。将来の介

護に備えて、公的介護保険支給限度額の

1 割ないし 2 割の自己負担資金を確保して

おくことも大事ではないでしょうか。

　　　　　　　　　　　     （岩城輝和）

money トピックス

【 介護を取り巻く環境と備え 】
money トピックス

【 介護を取り巻く環境と備え 】

　ウェイグッド夏の恒例イベント「夏まつり」は今年で 11 回目を迎えました。

暑い中たくさんの方がご参加くださいました。ありがとうございました！

　似顔絵は今年も非常に人気が高く、多数のご応募をいただきました。金魚すく

いや、新設のおかいものコーナーも大盛況。悩みながら選んでいるお子さんの姿

が可愛らしかったです。また、キャラクターを見つけて元気に「みっけ！！！」

と言ってくれたり、恥ずかしそうに「みっけ…」と言ってくれたり、いろんな声

にも和みました。

　今回初の試み、大人限定コーナー「漢方茶体験」もご好評をいただきました。

落ち着いた雰囲気の中でゆったりした時間を過ごしていただけたのではないで

しょうか。

　皆さんのたくさんの笑顔に接することができ、

私たちスタッフ一同にとっても楽しい夏の一日と

なりました。来年の夏まつりもウキウキ、ワクワク

な企画を考えてまいります。どうぞお楽しみに♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　（辻川雅美）

夏まつり
2017.7

.15

たくさんのご来場ありがとうございました！！いっぱいすくえた♪

どれを買おうかな～

素敵な作品に大満足！

大人だけの穏やかなひとときウェイグッドスタッフ集合！



- 8 -

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

先輩が使っていた営業鞄に一目惚

れ！ 野球グラブの残革を再利用し

たパッチワークシリーズの鞄です。

皮からはグローブの匂いも。高校時

代に戻った気分です。　 （古東裕康）

　

○イザップもどきの筋トレと糖質制限

の食生活で現在ほぼ 5キロ減。カネ

と時間と根性かかってるので意地で

も維持してやる！ 人間やればでき

る♪（笑）　　　　    （平野たまき）

「塩」と「しそ」のみで漬けた昔なが

らの「塩辛い梅干し」が好きです。

最近は塩分控えめが増えているな

か、先日、徳島の「道の駅」で私好

みの「梅干し」を発見！  （水口一弘）

かかとに吸い付くような感覚で見事な

までに足にフィットしたドイツ生ま

れのサンダルに出会いました。医療

機関御用達であることにも納得。

「BIRKENSTOCK」おすすめです！（情野剛）

ミスチルのコンサートチケットに

当選！ ファンクラブにも入ってな

かったので、まさかの出来事ですが、

ちゃんと予習して臨み、はじけてき

たいと思います！ 　 （井上ゆかり）

ここ数年外反母趾に苦しんでいる私

ですが、“施術で治る”でネット検索、

藁をもすがる思いで兵庫まで通院。

宿題満載だけどなかなか良くって最

近のプチハッピー。　（村山眞寿美）

全国から選べるふるさと納税のお礼

の品。最近届いたのは北海道のいく

らと松前漬♪ 食べ盛りの子供たち

とてんこ盛りのいくら丼を堪能。

松前漬も数日で完食！  （石原敦子）

イオンから新しいカードが送られて

きたので、開封してみると『G』のマー

クが二つ。毎月 15日に 5％オフだそ

うです。これって喜んで良いのか

な？ 良いよね！     （若林ます江）

我が家にルンバがやってきて、私の

代わりにリビングとベッド下の掃除

を担当してくれています。行く手を

遮る障害物に負けず何度も方向転換

する姿に癒されています。（金田三鈴）

かつて私のプチハッピーだったク

リームたっぷりケーキが、このとこ

ろ和菓子にバトンタッチしていま

す。夏はわらびもちやくず饅頭、冬

は大福系がお気に入り。（岸﨑愛子）

インスタにアップされているいろん

な方の筋トレ動画で自分に合う筋ト

レを見つけた時。この記事が掲載さ

れる時まで私のダイエットは続いて

いるかな？（笑）　　 　 　（若林香）

楽天スーパーポイントが 10,000Ｐの

大台に乗ったことです。更なる高み

を目指すか、全額 Edy チャージして

コンビニで散財するか…最近のプチ

悩みでもあります。 　　　（速見淳）

横に並んでまだまだお母さんの勝ち

やね～♪ と言っていたのに先日つい

に抜かれた長男の身長！ 負けてし

まったけど心はハッピーです。次は

ヒールを履いて勝負！（仁賀みさ子）

毎週金曜日はお弁当を作らない日に

制定しています！ 毎週がプチプレミ

アムフライデー。ついでにデザート

もつけて週末だけのちょっとした幸

福感を味わっています。 （出水和葉）

部屋が片付いたこと。プチ断捨離は

たまにしていましたが、放置地帯は

要るものも要らないものも長～い間

混在。整理して気分すっきり♪　　

　　　　　　　　　　　（辻川雅美）

髪を切って家に帰ったら、「お母さ

ん、かわいいっ」と二人の息子達が

出迎えてくれました。手のかかる子

供達ですが、この時ばかりは思わず

笑顔になりました。　　（田中裕子）

缶ビールに付いているシールを応募

し、立て続けにプレゼントが当たっ

たこと。非売品ショコラテイスト

ビール・ビアグラスのセットとバッ

グでした。 　　　　　　（岩城輝和）

ベランダにウッドパネルを敷いたこ

とです。色々悩み約 10 年！ やっと

これだ！ というのを見つけました。

少し枚数が足りないですが雰囲気が

変わっていい感じです♪（清水佳代）

少し早起きをして、朝ごはんを用意。

カフェ風にワンプレート、旅館の朝

ごはん風。気分に合わせて、器も選

びます。ちょっと、贅沢な時間です。

　　　　　　　　　　　　（澤克美）

我が家の愛猫「三代目桃太郎」と、

デッキに居候の「のら猫ぎんちゃん」。

私のひざでグルグル甘える、そんな

ひと時がとってもハッピー！

　　　　　　　　　　  （稲場敏子）

家族が寝静まった夜にこっそり 1 人

で食べるハーゲンダッツのアイスク

リーム。ついつい 2 個食べてしまい

ます。　　　　　　（上城戸アンナ）

週末だけは子供を任せてひとりの

バスタイムを確保！ アロマ入浴剤の

香りに癒され半身浴をしながらお気

に入りの本に没頭したり、ぼーっと

したり、幸せなひととき。（神田美穂）

子供達を預かってもらって、お洒落

して、ヒール履いて、小さいバッグ

を持って、友達とランチ♪ これが

夜だったらプチハッピーどころでは

ないです！　　　　　（立岡あゆ美）

　　

最近のプチハッピーSTAFF ROOM


