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スマイル通信

いつもありがとう

平成30年4月1日号・第33 号

　皆様　こんにちは。

　最初にご報告があります。2018年 3月末をもって大阪オフィスを閉鎖します。2016年度の業法改正により、スタッ

フが常駐しないオフィスは認められず、この度苦渋の決断をすることになりました。私達を取り巻く環境も大きく

変化し、時には逆風もありましたが、ウェイグッドがここまで進化してこられたのも、多くのお客様のご厚意に

支えられたお陰です。本当にありがとうございます。

　どれだけ環境が変わろうとも私達の使命は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　「お客様のライフプランに基づいた夢の実現をサポートすること」

　お客様に有益な情報とより一層の安心をお届けしたいと考えています。お客様に寄り添い、もっと身近な存在に

なるために、今期はアフターフォローチームを作ります。お客様のお声を幅広く聞かせていただけるよう弊社より

ご連絡いたします。またぜひ会いに来てくださいね。今後、メンバーを増員してまいりますので忌憚なきご意見を

どんどんお聞かせください。

　お客様と共に成長し、弊社のキャッチコピー「あしたをつくろう！」を合言葉に、皆様にさらに満足していただ

けるよう精一杯努力してまいります。これからもウェイグッドをどうぞよろしくお願いいたします。

感謝 

代表取締役　古東裕康
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これでいいの？ 投資信託とのつきあい方
～ 毎月分配 VS 非分配 ～

特集特集

初心者向け、日々の生活費補完として

有効な毎月分配型

　資産運用の教科書では『資産が増えない、タコ足配当』

などと必ず悪者になる毎月分配型。しかし根強い人気があ

るのもこのタイプ。将来上がるかどうかもわからないもの

に投資するのは怖い、給料や公的年金だけでは生活がしん

どいという人にはもってこいで、お金がお金を生む分配金

が役に立っていることも。保有している限りは毎月何かし

らの分配金が入ってきます。ただここ数年、高い分配金を

狙って分配率の高いファンドを渡り歩く事態になっていた

のも事実。資金集めのため運用

の力量以上に無理して分配金を

出すファンドも多々あり、基準

価額の下落や分配金減額などを

招くことにも。そんな中、弊社

でも取り扱いの多いフィデリ

ティ投信はこれ以上の基準価額

下落を防ぐために先陣を切って

分配金の減額に舵を切り、三菱

UFJ国際投信がこれに続いていま

す。タイミングの悪いことに円

高傾向になっているので、その

効果が出るのに少し時間がかか

りそうな雰囲気ですが、より健

全な運用を目指しているのは事実。すべてがシステマ

ティックに運用されています。10年以上一生保有するつも

りぐらいの長期スパンで臨めるのであれば、もらい続ける

分配金と円安等による基準価額の上昇で資産増大を狙って

いくことは十分可能です。

資産を大きく膨らませるなら

複利の非分配型で

　分配金が不要で、キャピタルゲイン（売却益）を狙って

いくのであれば複利効果を最大限に活かせる非分配型の

株式投信がおすすめ。長期運用でインフレに勝てる運用方

法は株式だけと言われています。ハイリスクハイリター

ンなのでリーマンショックのような大暴落時はファンドに

よっては半値になってしまったこともありましたが、やが

て10 年経った今、弊社でもほとんどの方がリーマンショッ

クを無事に乗り越え、その後順調に資産を増やしている方

が多いです。アメリカ中心の先進国を軸に、アジアや東南

アジアの新興国を一部組み入れ

（ここはリスク許容度を測る必要

があります）、今年は特に出口戦

略を模索しだしたヨーロッパを

投入する運用を取り入れてみる

いい機会かも？
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アメリカ経済はバブル？

　株式型ファンドの中心はやはりアメリカ。おととしの

年末から金利を上げ始め、みるみるうちに NY ダウも右肩

上がりに。時々調整売りが入ることもありますが、年内には

3万ドル突破もあるか？ といった予想も。将来は誰にも

わかりませんが、各指標からうかがい知ることはできそう

です。利上げはまだ何度かありそうですし、失業率も改善、

物価も上がり始めています。懐が潤うと物を消費するのが

アメリカ。不動産関連も従来の商業系施設だけではなく、

ネット通販の拡大で eコマースによる物流インフラ需要が

力強く、当面堅調に推

移しそうな様子。実体

経済が安定しているの

で株高も当然といった

ところでしょうか。

ライフプランに即した

運用方法を

　毎月分配型は利子や家賃収入といった定期的な収益が

見込める債券型やリート（不動産）型を中心に、非分配の

株式型は好調なアメリカを中心とし

た先進国を軸に、リスクが取れる場

合は新興国もおりまぜ、バラエティ

に富んだ分散投資を長期にわたって

行うことが大切です。春は桜の季節とわかるけど、何月何日

が満開の絶好の見頃かなんて誰にもわからないのです。

当てに行く資金投入はギャンブルと同じ。何のためのお金

なのか今一度、担当コンサルタントと一緒に考えてみま

せんか？

おまけ

 ―資産運用もバーゲンと同じ

　バーゲンでモノを買うのが当たり前なのに、運用だけは

高値づかみで、下値を決して拾わないのが日本人。『安い

時に買う』はどんな場合も鉄則です。基準価額が下落して

いる優良ファンドは今が絶好の追加買いの時期。しばらく

使う予定のない資金を育ててみませんか？ 未来の自分を

助けてくれると信じて。　　　　　　　　　（平野たまき）

　ウェイグッド創業以来、未来の自分を助ける資産を自力で作る方法として長期分散投資を一貫して推進し、多く

のお客様に投資信託や変額保険、外貨建て保険などの投資性金融商品を保有していただいております。しかし、投

資の世界に浮き沈みはつきもの。昨今の急激な相場の上下にはわかってはいても思わず一喜一憂してしまい、心穏

やかではいられない方も多いのでは？ 今回は、その中でも特にお問い合わせの多い投資信託について見解をお伝え

したいと思います。
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　バランスボールの会
　産後の骨盤矯正や寝かしつけにも効果的なバランスボールエクササイズを指導してくれたのは、倉本

朋子先生。4人のお子さんのママで、産後ケアを広げる

ために、京都と滋賀で活躍されています。

　久しぶりに運動したり他のママたちと交流したりして

気分転換できた！ という声を多数いただきました。

　ベビーダンスの会
　赤ちゃんを抱っこしながら音楽に合わせてステップをします。講師は赤ちゃん大好き！ 坂尾こみな先生。

今回はスピッツの｢チェリー｣のメロディーに合わせてダンスステップ。ママたちがステップに夢中になっ

ている間に、ほとんどの赤ちゃんは寝てしまいました。

　離乳食キッチンの会
　赤ちゃんをおんぶしながら、楽しく離乳食を作ります。講師は田淵ちか

先生。新鮮な野菜を活かした栄養満点な調理方法だけでなく調味料や野菜

の選び方なども学べます。先生お手製の塩麹は、和え物や煮物にすぐ使え

て便利！ 先生に作り方を聞くと、ママたちは熱心にメモを取っていました。

　おしごと復帰セミナー
　職場復帰を前に、仕事と子育ての両立に不安を感じるママのためのサポート講座。知っておいて欲しい

ことや考えて欲しいことを、先輩ママでもあるウェイグッドスタッフがお伝えします。唯一の託児付きで、

講座に集中できた、不安な気持ちが楽になったと毎回好評です。

　講師の先生も、お手伝いするウェイグッドスタッフも、子育てをしながら仕事をしている先輩ママでも

あります。ママが運動等に集中できるよう赤ちゃんをあやしたり、経験談

を話したり、育児やお金のお悩みを共有したりしてママたちの不安を払拭

し、明るい未来に役立てていただけるよう毎回改良しています。次回は

6月に京都にて、7月に滋賀にて開催予定です。ご興味のある方のご参加を

お待ちしております！    　　　  　　　　　　　　　　　　（石原敦子）

　ウェイグッド子育てママ応援プロジェクトの一つである、休休くらぶを

開催しました。休休くらぶとは、産休＆育休中のママたちが仲間作りや

いろいろな情報交換ができるような場を作りたい！ という思いから

始まった弊社の恒例イベントです。

子育てママに大好評！
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新婚のためのマネーセミナー

　カップルでのご参加が多く、仲睦まじく会話される姿が何とも微笑ましく感じられました。

　冒頭のナンバーズゲーム。1等賞の方へのケーキプレゼントでは、歓声が上がり賑やかなスタートとな

りました。『ルールがわかると上手くいく』との種明かしに、お金のことも同じだと気づいていただけた

様子。理想的な家計バランスや人生の三大資金（住宅・教育・老後）のポイント、更には資産運用のコツへ

と話が進むにつれて真剣に聞き入る姿が印象的でした。

　アンケートでは、『家計を見直すキッカケになった』、『ライフプランを2人で考えるのが大事だとわかった』

など、新婚家計をうまくスタートさせるヒントを見つけていただけたのではないかと思います。

セカンドライフ・マネーセミナー

　全ての会場で満席のエントリーをいただき、リタイア世代のお金に対する意識の高さを感じます。心（生き

がい）・健康・経済の 3K をバランス良く考える事が、長いセカンドライフを楽しく自分らしく過ごすこと

に繋がるとの話に、大きく頷かれていました。『72の法則』の話では、笑いが起きたり、ため息が漏れたり。

高金利時代の金融商品を実際に知る年代の方々だからこそ今の低金利時

代を憂いていらっしゃる、そんな印象を受けました。

　アンケートでは、『楽しい老後を目指していく道が見えてきた』、『今か

ら出来ることを始めたい』など前向きなご意見も多く、セカンドライフ

のイメージを明るく持っていただけたのではないでしょうか。

～人生の節目でお金と向き合う～

　こんな時だからこそ、将来設計を考えるきっかけにして

欲しいとの思いで企画した両セミナーです。今後も様々な

セミナーを通じて、お金のことを考える大切さを発信して

いきたいと考えています。そして、お客様の夢の実現を

全力でサポートしていきたいと思います。　

　　　　　　　　　　　　　　　　（若林ます江/田中裕子）

開 催 日：2/24（土）・25（日）

　　　　　3/10（土）・11（日）　

開催場所：ＴＫＰガーデンシティ京都

　　　　　びわ湖大津プリンスホテル

　　　　　ホテルボストンプラザ草津びわ湖

新婚のためのマネーセミナー

セカンドライフ・マネーセミナー を開催しました
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　「ほめる」とは

① 誉める → 光＋言
                 ほめる言葉は光をあてないと届かない

　「ありがとう」の反対は「当たり前」。そこに光を

　むけることが必要です。

② 褒める → 衣＋保
                 衣の間を保つ

               　高価な衣類を大事に扱う人をほめる

　「ほめる」とは「人」「モノ」「起きる出来事」の

　価値を発見し伝えること。人の「違い」を価値に

　できる人が「ほめることの達人」＝「ほめ達」です。

　「ほめ達の口癖」…ほめ達 3S+1

　3Sとは「すごい」「さすが」「すばらしい」、+1 は

「そうくるか？」

　大丈夫？ OK？と声かけをする場面で使いたい3S。

誰だって「すごい、さすが！」って言ってもらうと

うれしいもの。逆に注意する時は、過去をひっぱり

出して、「いつもできてへんやん」と叱ってしまい

がちですが「そうくるか」と相手の違いを認める

言葉をかけ、頭ごなしに叱らない心掛けを。

　男性脳と女性脳の違いを利用した声かけ

「うん、そうやな」

　「ちょっと聞いて、○○がね」と妻からの相談に、

解決策を答えてしまう夫。すると、「話聞いてる？」

「なにもわかってないやん！」とキレる妻。

　ここで必要なのは「うん、そうやな」「○○も

大変やな、○○の気持ちもわかるわ」という声かけ。

妻は解決策が聞きたいのではなく、話を聞いて苦労

を理解してほしいのです。

　子どもに対する声かけ

　子どもの欠点は裏返すと長所です。こう言い換え

てみましょう。

　　　すぐ騒ぐ　⇔　活発　　
　　　調子にのる　⇔　ノリがいい　
　　　ゲームばかり⇔　集中力がある　
　　　人見知り　⇔　感受性豊か　
　　　生 意 気 　⇔　頭がいい　
　　　あきっぽい　⇔　好奇心旺盛、行動的

　良い子は、「大人にとって都合のいい子」。外見は

親の縮小コピー、内面は親の嫌な部分の拡大コピー

である子ども。良いところは意識してピントを合わ

せないと見えないものです。

　先生の最後の一言がとても印象的でした。

『光のない真っ暗闇では踏んづけて痛いだけの石ころ

だとしても、光を灯せばそこにはダイヤが転がって

いるのです。』

　「ほめる」ことで光を当て言葉を届けると輝くもの

は目の前にたくさん転がっているようです。思春期

を迎え難しい年頃になった子どもとの向き合い方を

改めて考えさせられました。早速今日から「すごい」

「さすが」「すばらしい」という声かけと、「？」と思っ

た時には「そうくるか」と笑いに変換していこう！ 

と心に決めました。

　あなたもほめ達になって、周りの「ダイヤの原石」

を見つけてみませんか？　　　　　　（井上ゆかり）

　毎年恒例ウェイグッドお客様限定新春セミナー、今回は

日本ほめる達人協会の創設者である西村貴好先生をお迎えし

ご講演いただきました。

2018年新春セミナー報告2018年新春セミナー報告 「ほめる達人」という生き方
～あなたの周りにはダイヤの原石がいっぱい～

「ほめる達人」という生き方
～あなたの周りにはダイヤの原石がいっぱい～
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　 Waygood ４コマまむが

「 板についてきた？ うちの社長さん ｣
　　　　　作 / 山田愛　　　2018年 1月より所得税の配偶者控除の適

用上限が引き上げられたことをご存知で

しょうか。これまでは配偶者の給与収入が

年103万円以下であれば世帯主は38万円の

所得控除を受けることができました。その

上限が2018年からは、給与収入のみの場合

150 万円まで引き上げられます。配偶者の

収入が年 103 万円超 150 万円以下で世帯主

の年収が 1,220万円以下のご家庭は今回の

見直しで減税となります。さらに世帯主の

年間の合計所得金額が1,000万円（給与収入

のみの場合、年収1,220万円）を超えると控

除は全く受けられなくなります。配偶者の

収入制限基準を年103万円としているとこ

ろが多い家族手当。これも企業によって異

なるので要チェック！ また住民税や社会

保険料も含めて熟考が必要です。

　共働き、片働きの不公平感や、働く意欲

をそぐ年収の壁などを和らげるのが今回の

改正趣旨。我が家は減税になるの？ それ

とも増税？ 働き方に悩んだ時はぜひ、

担当FPにご相談ください。　（仁賀みさ子）

money トピックス

【 配偶者控除が見直されました 】
money トピックス

【 配偶者控除が見直されました 】

fax 0120-027-003

0120-027-456

ウェイグッド損害保険チーム

　平成30年4月1日より、京都府・京都市内全域で自転車保険の加入が義務付けられます。

　自転車保険といえば『個人賠償』。義務化する自治体の拡大とともに、個人賠償保険という言葉も身

近なものになってきましたね。火災保険や自動車保険のオプションで加入される方も増えてきました。

　では、ここで質問！！

『我が家の個人賠償保険、示談交渉サービスって付いている？』

　賠償事故には加害者と被害者がいます。双方の感情が複雑に絡んできますので他の事故とは一線を

画します。あっさり解決すればいいですが、そうならないことがほとんどです。というのも保険会社

は被害者の言い値で保険金を支払うわけではないからです。そんな時、示談交渉サービスが付いてい

れば第三者を介してスムーズに示談をすすめることができます。

　近年は個人賠償保険（特約）に示談交渉サービスが付帯されるケースが増えてきましたが、昔は付い

ていないのが当たり前でした。万一に備えて、解決までのプロセス

もお任せできる保険かどうかチェックしておきま

しょう。お気軽にご相談ください（^o^）　（速見淳）

我が家の個人賠償保険、

　　　示談交渉サービスって付いている？
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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

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

あんこが大好き！ 電車で帰宅時の

近鉄鶴橋駅の売店には赤福餅が、隣

には御座候（大判焼き）があり、良い

匂いに負けます。そして親父譲りの

あんパン好きです。　　 （古東裕康）

　

断然甘党！ トリュフチョコとク

レームブリュレが大好き。誰も信じ

てくれないけど病的な下戸なので、

宴会でも最後は甘さに走る。糖質制限

とのせめぎあいー。   （平野たまき）

甘党です。この時期、大好物の「桜餅」

が販売され始めウキウキします。

少し塩辛い桜の葉に包まれたお餅と

渋めの煎茶との組み合わせは最高。

でも日本酒とも最高。　（水口一弘）

完全なる甘党！ 食後ついつい手が出

てしまうデザートの糖分がしっかりと

頭への刺激になりつつも、その後は

がっつり体の肥やしに。息子に注ぐ

愛情も言わずもがな甘党。（情野剛）

やっぱり甘党かな～。疲れた時や空腹

時、まずは糖分補給しないと頭がク

ラクラしてしまう私。甘い物は心と

身体の絶好の癒しです。でもって洋

菓子より和菓子派です。（井上ゆかり）

基本的には和洋甘いもの大好き甘党

ですが、締めにしょっぱいものや、

飲めないのに酒のつまみのようなも

のが欲しくなる。しいて言うなら

甘辛党でしょうか !?　（村山眞寿美）

辛いのは苦手でしたが、CA時代に世

界各地の料理で鍛えられ味覚の幅が

広がりました。一方で甘いものは和

洋問わず大好き！ お酒とお肉以外

は何でもOKな雑食です。（石原敦子）

元来辛党の家系で、私にもそのDNA

が。若き頃は『ザルじゃなくてタン

バリンやね（輪っかだけの）』と言わ

れる程顔にも出ず…。美味しい日本

料理に日本酒が一番！（若林ます江）

食に関しては保守的だった私。歳を

重ねるにつれて苦手なものが美味し

く感じられるようになり、食の幅が

広がりました。どんなお酒も美味し

くいただけるように（笑）。（金田三鈴）

メキシコ短期留学していた時、何に

でもハラペーニョをかける食文化に

すっかり魅了され辛党に。これまで

一番辛かったのは重慶の火鍋。中国

人用を食べてしまった。 （岸﨑愛子）

甘党＆辛党＆すっぱ党です。この中

で一番は？ と聞かれたら断然辛党。

一味唐辛子が大好きで、オフィスの

机の中には一味唐辛子の瓶と詰め替

え用を常備しています。 　（若林香）

その昔、父が愛飲していたブラントン

のボトルに心奪われ、ダメだと理解

しつつもコソコソ試飲しこっぴどく

叱られた時から私の辛党人生が始

まったような気がします。（速見淳）

辛党です♪　お酒の種類は詳しく

ありませんが、みんなで飲むお酒は

おいしくてついつい飲み過ぎてしま

うことも。一日懸命に働いた後の

お酒は世界一の味っ♪（仁賀みさ子）

お酒はあまり呑まないので食べ物

で。甘い物 6: 辛い物 4。例えば、大

福ひとつ食べたら、ポテトチップス

5枚、さらに小さいチーズ1かけ。そ

の繰り返しが最高です！（出水和葉）

どちらかというと辛党でしょうか。

甘いものも好きですが、よく考えると

家にチョコやプリンが存在している

ことは稀で、日本酒やワインは何か

しら置いてあります…。（辻川雅美）

お酒大好きの私は断然辛党です！ 

日本酒にはおいしいお魚や珍味、

ワインには生ハムやくせのあるチー

ズ、唐辛子系の辛さはビールがとま

りません！ 　　 　　　（田中裕子）

もちろん辛党です。辛党の中でも辛痛

派に属しています。『激辛ピリピリ

Ｗ唐辛子 沖縄産ハバネロ＆島とう

がらし』がお薦めですが、痛さには

くれぐれもご注意を !! （岩城輝和）

甘党 !!  スイーツ大好きです☆　

最近は食べる機会が少なくなりまし

たが、グラマシーニューヨークの杏

仁豆腐、ハラダラスクのチョコバー

がオススメです♪　　　（清水佳代）

僅差で辛党です。今季どんな鍋にも

大活躍したのはすりおろし生姜とゆ

ず胡椒！ 薬味大好きです。ピリッ

とした新生姜の佃煮は毎日のお弁当

の名脇役でもあります。（本山愛子）

甘党です。中でもシュークリームが

大好きです。生クリームとカスタード

の絶妙なバランス！ 間違いない！

考えただけで、また食べたくなり

ます～。　　　　　（上城戸アンナ）

迷わず甘党と答えます。洋菓子、

和菓子なんでも好きですが、一番好

きなのは王道イチゴショートケーキ

です。イチゴの酸味と生クリームの

コラボが最高です！　　　（奥直子）

甘いものは洋菓子も和菓子も大好

き。お酒はビール、ワイン、日本酒、

その時の料理にあわせて選びます。

最近は娘と色々つまみながら話をし

ながら飲むのが楽しみです。（澤克美）

粕汁でも酔ってしまうほどお酒は苦

手ですが、酒のあては大好き。でも

食後のコーヒーのお供にはやっぱり

みかさやあんこの和菓子で体と心を

休めます！　　　　　　（稲場敏子）

お酒が好きなこともあり、辛党！ 

甘いものも好きだと思っていたので

すが、疲れている時以外は欲しない

ことに最近気づきました。でも、

カレーは甘口です。　（立岡あゆ美）

隠し味の塩で上品な甘さが引き立つ

美味しいおはぎを煎茶といただく至

福の時は甘党。コチュジャン、黒胡

椒、エスニック系スパイシーも好き。

味覚が備わりありがたや。（関章子）

お酒が飲めないこともあり、根っか

らの甘党です。一番はあんこ系！ 

寒い時期はおしるこ缶を愛飲し、

好物のかりんとうまんじゅうは年中

常備しております。　　（神田美穂）

甘党です！ 和菓子、洋菓子どちら

も好きで、最近のお気に入りは

ホイップクリームが入った“生どら

焼き”。和洋両方が一度に楽しめ

ます！　　　　　　　　（平山美幸）
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