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スマイル通信

いつもありがとう

平成30年7月1日号・第34 号

　皆様　こんにちは。

　私たちを取り巻く環境の変化のスピードが徐々に速くなってきているように感じます。そんな中、生命保険料に関する

改定が 2 年連続で行われました。昨年 4月に標準利率（運用利回り（予定利率）を決める際の基準）の改定が行われ、低金利の

影響を受け、1％から一気に0.25％まで引き下げられました。その結果、円建て終身保険などの保険料が大幅な値上げとなり、

一気に魅力が薄れてしまいました。また、この4月にも11年ぶりに保険料に大きく影響する改定が実施されました。それが

「標準生命表」です。新しい標準生命表は、日本人の長寿化を反映し年齢ごとの死亡率が大きく改善されたのです。死亡率

が改善すれば、保険金の支払いが減ることになるため、今回多くの保険会社が保険料の「みなおし」を実施しました。保険

種類によっては保険料が安くなる可能性があります。

  【保険を「みなおす」ことで保険料に影響する代表的なケースとして】

　①数年前に加入している場合

　　解約返戻金がない（ほとんどない）タイプの保険は、今回の改定により同じ保障内容でも保険料が安くなるケースがあります！

　②更新型保険に加入している場合

　　更新タイプの保険は、更新をむかえるたびにそのときの年齢で保険料が計算されるため保険料がどんどん上がっていきます。

　この機会に一度、加入状況の点検を行いませんか？ ライフプランの点検だけでも結構ですので是非、皆様の元気な

お顔を拝見できれば嬉しいです。その他ご要望やご感想はどんどん最終頁に記載しておりますお客様センターもしくは

ホームページからご連絡いただければ幸いです。

　社員一同さらなる精進を重ね、皆様により一層質の高いサービスを提供していく所存です。今後ともどうぞよろしくお願い

申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感謝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　古東裕康

　※今回の保険料率の改定により、保険料が下がる場合がありますが、年齢・性別・保険種類によっては保険料が上がる場合もあります。また、現在　

　のご契約を解約、減額したうえで新たな保険契約をお申込みされる場合、お客様にとって不利益な事項もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
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あしたをつくろう！

お客様の夢の実現をサポートすることが

特集特集

　人生100年時代に突入とも言われていますが、総務省の

人口統計によると、今年2月1日時点で、65～ 74歳の前期

高齢者が1,766万人、75歳以上の後期高齢者が1,764万人

であり、後者が前者を上回るのは 3 月か 4 月とも言われ、

実はすでに逆転している可能性も。このような後期高齢

者が高齢者の多数を占める状況を「重老齢社会」と呼ぶ向

きもあり、これからはいかに健康的に生き延びるかとい

う「健康寿命」がますます重要になる時代になってきて

います。というのも、合わせて医療の高度化・高額化も

進んでおり、平成24年から27年までは毎年1兆円前後のペー

スで増え続けており、平成 28年は薬剤料の見直しにより

マイナスになったもののそれでも年間 41.3兆円の医療費

がかかっています。単純平均で国民一人当たり年 32.5万

円です。年齢を重ねれば病院にかかる機会も自然に増え

るもの。日本人の高齢化が進むほど自己負担額の増加も

避けられない事態になるかもしれませんね。

　また、マイホームは一生で一番高い買い物と言われて

いますし、日本生産性本部による「レジャー白書2017」でも

余暇のベスト 5までが

年間 10万円以上かかっ

ています。

　今年 4月、宝くじ公式サイトにて「日本ドリーム白書

2018」と題して、全国 47都道府県から各 300人ずつ総勢

14,100人を対象に夢に関する大規模調査を行いました。

夢を持っている日本人は51.9%と約半数。性別で見ると男性

50.1%、女性 53.7%で女性のほうがやや多くなっています。

さらに夢の内容を具体的に自由回答してもらった結果が、

別表のとおりです。夢のベスト3は、「健康な生活」、「趣味」、

「マイホーム」。堅実な日本人の国民性をよく表している

といったところでしょうか。

　ウェイグッドがお届けする多様なマネーセミナーや

イベントでは、長いけれどたった一度の人生を最後まで

自分らしく安心して

暮らすために「健康・

生きがい・お金」がバ

ランスよく必要だと

お話しています。夢

ランキングを読み解く

と改めてその傾向が

わかりますね。

夢の実現にはお金がかかる！

今の日本人で夢がある人は約半数

日本生産性本部「レジャー白書2017」

余暇活動の年間平均費用

日本人の夢ランキング トップ20
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　ウェイグッドでは創業以来、一貫してライフプランを

大切にしています。長い人生をどう生きるか、いつどん

なお金がいくらかかるのか。それに基づいて様々な金融

商品をあてはめて運用することを強く推奨しています。

若い世代ほど汗して働くだけでは間に合わなくなってき

ており、未来に相当な危機感を覚えています。しかし、

やみくもに怖がる必要はありません。「長期分散投資」は

誰でもできる資産運用の鉄則です。人生 100年、気づいた

ときから始めたらいいのです。大丈夫、十分間に合います。

ウェイグッドのコンサルタント達がみんなで待っていま

す。一緒に夢を語り合って楽しい時間を過ごしましょう。

                                       （平野たまき）

　「なんとかなる！」時代はすでに過ぎ去っているこ

とにお気づきですか。お金のことを考えなくてもみ

んなが豊かに生きられたのはとっくの昔。加速する

人口減少と高齢化は確実に日本の国力を弱めていく

ことになるでしょう。労働力の低下はGDP（＝国の稼ぐ力）

の減少にもつながります。着実に成長し続けるアメ

リカや中国の背中がもうすでに見えなくなっている

今、世界各国でも成長率予想が一番低いのが悲しい

かな、我が国日本なのです。

　平成の世の中ももうすぐ終わり、新たな時代を迎

えることになります。そんな今だからこそ発想を切

り替えて、自力で未来を切り開くチカラが求められ

るのではないでしょうか。

ウェイグッドの役目です。

ライフプラン、一緒に見直してみませんか？

最後までお金が尽きないように
※2017 年以降は発表時点の「予測値」であり、今後 IMF により修正される可能性があります。

主要国のGDP推移と見通し（IMF  2017年10月発表時点）
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2018年MDRT日本会大会 参加報告

人生一度きりの“ファーストタイマー”

　生命保険のトップセールスだけが

登録を許されるMDRT。今年は4月19日

～20日に北海道札幌市で開催されま

した。MDRTの初入賞者は“ファースト

タイマー”と呼ばれています。ウェ

イグッドに入社して 2 年。今回私は

その“ファーストタイマー”として

日本会大会に参加いたしました。MDRT

日本会が発足したのは今から48年前

の1970年。再来年、東京オリンピック

が開催される年には50周年を迎える

ほど長い歴史のある大会です。

　2017年度のテーマは「道～決意と

覚悟、その先に見えるもの」でした。

講演の一部をご紹介します。

　NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産

「平泉」など、数々の題字を手掛ける

書道家の武田双雲氏。大学卒業後

NTTに入社し、2年半後に独立。書道

一本で仕事をする中で、いつもその

一筆一筆に「覚悟」を決めているそう

です。技術や道具では満たされない

“気”を入れることにより、仕事自体

の質が変わってくると氏はおっしゃい

ました。

　テレビ番組でおなじみの元衆議院

議員の杉村太蔵氏は最終日、最後の

講演でしたが、会場の笑いを一気に

自分のものになさるほど終始大爆笑

の講演でした。面白おかしくご自身

のお話をしてくださいましたが、自

分自身を確実に研究し、今より前進

するためにはどうしたらよいかを、

常に考えていらっしゃいます。望ん

で今のポジションに来たわけではない

と何度もおっしゃっていましたが、

今、自分の目の前にある事に全力を

尽くすことで明日は拓ける、という

最後の言葉にも「覚悟」が強く感じ

られました。

　私たちはお客様のライフプランに

基づいた夢の実現のサポートをさせ

ていただくために、生命保険を活用

して、遺す保障や守る保障、そして

増やす保障など、人生のあらゆる方

面からお客様をお守りしたいと思っ

ております。

　病気や災害、そして人の死はいつ、

どのように我が家に降りかかってく

るのかは誰にもわかりません。その

万が一がいつ来ようとも大切な家族

を守ってくれる保障の形を、お客様

と一緒に考えていくこの仕事は、私

たちが常にいくつもの決意と覚悟を

明確に持たなければ成し遂げられ

ないということを改めて感じられた

濃い 2 日間でした。今年度のテーマ

は「心～未来に想いをつなぐ」です。

より多くの想いをつなげられるよう、

お客様に寄り添ったFPになれるよう

努めて参りたいと思います。　　　

　　　　　　　　　　（仁賀みさ子）

1927年に発足した

Million Dollar Round Table 

(MDRT) は世界 69の国と地域の

500社以上で活躍する、62,000名

以上（2017年7月現在）の会員を

有する、卓越した生命保険と金融

サービスの専門家による国際的

かつ独立した組織です。

MDRT会員は卓越した商品知識を

もち、厳しい倫理基準を満たし、

優れた顧客サービスを提供して

います。また、生命保険と金融

サービス業界の最高水準として

世界中で認知されています。

ＭＤＲＴとは？
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　おしゃれなカフェでスイーツを楽しみながら、気軽にお金のことが話せる「カフェdeマネー」。

参加者同士で情報交換できたり、その場で質問したりできるところは他にはないと、お客様より

好評をいただいています。「カフェdeマネー」は主に小さなお子様がいるママを対象としていますが、

より多くのニーズにお応えするため、新たな「カフェ企画」を立ち上げました。

　シングルになったママや、シングルになるかもしれないママに絞った内容。「わたし

らしくイキイキと、素敵な人生を送りたい！」というシングルママをサポートする企画。

お一人お一人としっかりお話できるようにと、弊社オフィスにて月1回開催しています。

　コンセプトは「働くオトナ女子のための学び場」。結婚する？ しない？ 今の仕事続け

る？ 続けない？ 様々な「オトナ女子」の悩みや心配ごとを考えたとき、気になるのは

やっぱりお金のこと。誰に聞けばいいのかわからない、何が正解かわからない、そんな

お金に関するご質問に弊社ファイナンシャルプランナーがお答えします。金曜日の夜、

京都や滋賀のカフェバーで開催予定です。

　お申し込みは、いずれも弊社ホームページから。お待ちしております !!　（岸﨑愛子）

VIVAカフェページへ

マネー for シングルママ
ページへ

forシングル

　　から

新しい企画が生まれました！
de

　　　・子供が生まれた（独立した）けど、保険ってこのままでいいの？

　　　・住宅を購入したけど、住宅ローンこれでいいの？

　　　・資産運用したいけど、どのようにすればいいかわからない。

　　　・長生きの時代って言われるけど、保険料って変わらないの？

　　　・加入している保険の内容ってどんなのだったかな？

　　　・加入してから一度も見直ししていないなぁ･･･

時間が経つと環境や状況、想いは変わるものです。

もう一度、我が家のライフプランから考えてみませんか？

今回『お客様向け相談会』を開催することになりました。

新たな「みなおし」ポイント、一緒に探しましょう。お申し

込みはホームページからまたはお電話にて。　（岩城輝和）

【日程】  7月16日（月・祝）

　　　　　 18日（水）

　　　 　  20日（金）

　　　　　 22日（日）

【時間】  9:30～/11:00～/13:30～

　　　 15:00～/17:00～/18:30～ の各90分

【場所】弊社京都・滋賀各オフィスにて

　～その他の日程をご希望の場合も

　　　　　　　　お気軽にご相談下さい～

我が家の保険、
　　　一緒に「みなおし」しませんか？

読み取り後、
パスワードの入力
が必要です
「soudan」

0120-564-808

相談会ページへ
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　木下氏は大学卒業後、銀行、大手進学塾講師を

ご経験された後、関西屈指の進学塾の設立・経営に

役員として参加。「授業は心」をモットーに、学力だ

けではなく人間力も伸ばす指導は生徒・保護者から

絶大な支持を得て、現在は全国の教育機関や企業向

けのセミナーを実施、各方面から注目されていらっ

しゃいます。

　講演の中で私が一番心に響いたのは、何事も

「目的」が大切だということでした。例えば子供に、

何のために勉強するの？ と質問されたら、私は、

将来困るからと答えていました。それは「目的」で

はなく「目標」だったのです。木下氏が塾講師時代

に保護者に同じ質問をし、なぜ？ 何のために大学

に行かせたいのか？ を突き詰めていったところ、

一つの答えにたどりついたそうです。“子供に幸せ

になってほしいから”と。

　大切なことは学歴や地位・権力ではなく、“どれ

だけ多くの人を喜ばせたか”だと学びました。また、

私にとって「幸せ」とはどんな状態なのかを考える

時間にもなりました。そして、幸せになりたいと

思うのなら、まずは幸せを誰かに与える側にならな

ければ手に入らない。その第一歩は、今ある幸せに

気づき、周囲の人や環境に感謝することであると教

えていただきました。身近な人にほど感謝の言葉を

伝えることは難しいですが、まずは自分を含め家族

が元気に過ごしているという今ある幸せに気づき、

“産まれてくれてありがとう”と言葉にして子供に

伝えようと思います。

　たった一度の人生を楽しく・私らしく生きていく

ためには、何を目的とし、心をどう持ち過ごして

いくのかを今一度考える良い機会になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　（上城戸アンナ）

　4 月に京都・滋賀にて、ウェイグッドお客様限定春の

セミナーを開催しました。両会場ともすぐ定員に達する

ほどの人気で、当日は 10 代から 70 代までのたくさんの

お客様にご来場いただき、終わる頃には会場全体が温かい

空気に包まれ、感動の涙があふれていました。

2018年春のセミナー報告2018年春のセミナー報告

「幸せな人生を送るために知っておきたい５つの法則」「幸せな人生を送るために知っておきたい５つの法則」
講師：株式会社アビリティトレーニング
　　　代表取締役 木下晴弘氏
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　 Waygood ４コマまむが

「 やっぱり可愛い？！ うちの社長さん ｣
　　　　　作 / 山田愛　　

　スーパーやコンビニのレジ待ち、できる

ことなら避けたいもの。レジを通さず買い

物ができたらなぁ。そんな夢のようなお店

が…実はあるんです！

　ネット通販世界大手アマゾンが今年1月に

アメリカシアトルにオープンした、レジな

しコンビニ『アマゾンGO』。入り口でスマ

ホをかざして入店、ほしい商品を選んでそ

のまま退店、1時間後あらかじめ登録してい

るクレジットカードで自動決済。こんな便

利なお店を世に送り出しました。70人のお

客さんが同時入店可能ということで、技術

の進歩に驚きです。いずれは日本にも…？

　このように現金を所持しなくてもスマホ

やカードがあれば大丈夫という場面が増え

ています。指をタッチするだけで買い物が

できるなど IT の進展とともに現金を使わ

ない決済システムが急拡大しています。消

費者にとっては便利、企業にとってはコス

ト削減のキャッシュレス、お財布を持ち歩

かない時代がすでに始まっているのかも

しれませんね。　　　　　　　　（速見淳）

money トピックス

【 お財布いらずの時代 】
money トピックス

【 お財布いらずの時代 】

fax 0120-027-003

0120-027-456

ウェイグッド損害保険チーム

　皆さん、保険金の請求に時効があるのをご存知ですか？

　一般的に、事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正・迅速な保険金支

払いができなくなる恐れがあります。このため、保険会社の保険金支払い義務は 3年を経過した時点で

時効によって消滅するとされています（一般社団法人損害保険協会ホームページより）。

　保険法第95条（消滅時効）

　　保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第 63条又は第 92条に規定する保険料

　積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。【強行規定】

　代表的な例として、個人火災保険では、液晶テレビが倒れて画面が破損したり同居のご家族の家財

が破損するなど幅広く補償する「不測且つ突発的な事故特約」があります。時効も長いようで3年という

月日はあっという間、あの時の事故やケガはもしかしたら請求できたかも？ ご本人でなくてもご家族

でそういったご経験をされていらっしゃるかもしれません。

是非ご家族で情報の共有をしていただき、コンサルタント

にご相談下さい。　　　　　　　　　　　　　　 （情野剛）

ご家族と情報共有なさっていますか？
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0120-499-001

神戸からの帰り、高速に乗って帰宅

しようと行き先の看板（淡路方面・

大阪方面）を確認したのに気が付く

と明石海峡大橋を渡っていました。

いったいどこで？（泣）　（古東裕康）

　

JR京都駅 2番線に止まる新快速に飛

び乗りほっとするもつかの間、山科

のトンネルを過ぎた景色の違いに嫌

な予感がして、やはり大津京駅に止

まった時のショック。 （平野たまき）

マンションの4階に住んでいる私は、

先日郵便物を取りに 1 階まで下り、

健康の為に階段で上がり部屋に戻る

と「鍵」が掛っていて表札を確認。

何と5階でした…。　　 （水口一弘）

8カ月の息子を抱いて歩いていると

近隣のマダムに「お孫さん？」と聞

かれ、「息子です♪」と笑顔で答え

るも「ほんまにぃ？」と失笑。勘違

いというよりも見たまま。（情野剛）

子供 3人それぞれ新入学生活、怒涛

の変化の毎日。土曜日も授業がある

長男を起こし忘れて時既に遅し。母

と息子は言葉もなく見つめあったの

でした。　　　　　　（井上ゆかり）

電車が来る時のアナウンス。「列車

は 10 両でまいります」を聞くと、

心の中で数を数え始める子は意外と

多いです。10 両を 10 秒と勘違い。

我が子もそうでした。　 （石原敦子）

一番に出勤した人がセキュリティ解除

するルール。平日は誰かがやってくれ

ています。ある日オフィスに到着する

と今日は日曜。やがてビル管理の方が

登場、不審者扱い（泣）。（若林ます江）

温泉土産の入浴剤。発泡タイプで半

透明の小袋入り。それを見た息子が

「ありがとう！食べていい？」確か

にラムネっぽい。私がいなかったら

食べてたかも（苦笑）。　（金田三鈴）

私と結婚したがっていた息子に「お

父さんと結婚しているからムリ」と

いうと「えぇ!? じゃあ子どもは誰

なん？」なぜか、子どもではないと

思っていたそうです。 　（岸﨑愛子）

スーパーにお買い物に行った時の

出来事。息子が買い物かごを見て

「ママ、ヤギ買ったの？」と大きな

声で…。ヤギではありません、ネギ

です（笑）。　　　　　　　（若林香）

自分はまだやれる！と、先日自宅の

布団の上で後ろでんぐり返しに挑戦

するも失敗。首の骨が折れるので

は!? という恐怖を感じただけでし

た。自分自身に勘違い（笑）。（速見淳）

次男が小さい頃「ママは毛虫食べる

のが好き」と先生に話して大騒ぎに。

先生から引き気味で毛虫って食べら

れるの？と聞かれびっくり。「キムチ」

の間違いでした♪　　（仁賀みさ子）

始めてパソコンで文字入力をしたと

き、「原因」と入力したいのに表示

されたのは「鯨飲」。小学時代の国語

テストもきっと「げいいん」と書い

て×だったに違いない。（出水和葉）

ドラッグストアにて。陳列棚の前で

中腰になっている女性に「○○薬は

どこですか？」と尋ねると「… ??」

制服を着ていたので、てっきり作業

中の店員さんかと…。　 （辻川雅美）

小さい頃、車屋さんの「95.5」や「89.2」

などの値札を見て、100 円のお小遣

いでお母さんに買ってあげられると

思っていました。そんなかわいかっ

た頃がなつかしいです。（田中裕子）

どこでどう間違ったのか、長年近所

のおばちゃんを身内だと思い込み、

気やすく話し掛けていました。赤の

他人だと気付いてからも今まで通り

話し掛けています。　　 （岩城輝和）

眠気覚ましにコーヒーが良いよと聞

いたので、コーヒーを飲めない私は

練習を！ 飲めるようにはなったの

ですがカフェイン効果は表れず

（笑）。あれ？ 勘違い？（清水佳代）

自宅に娘の友達から電話が。お友達

は娘と勘違いして「今日遊べなく

なった。ごめんな～、また明日！」と。

声同じってよく言われるしね！ 

ちゃんと伝えたよ～。（上城戸アンナ）

母と一緒に買い物中。商品見ながら

母が隣にいると思って話し続けてい

たら…。背格好の似た知らない奥様に

話しかけていました。あの気まずい

空気、忘れられません…。（野崎泰子）

以前日本酒をいただきました。あり

がたく料理酒として使い切った後

で、とても珍しいお酒であったこと

が判明。冷やでいただくと最高だった

そうです。知らなかった…。（澤克美）

ある日の夕食、急いで瓶詰ソースで

パスタを作る。一口食べた息子から

「何これ!? マズ !!」そんな言わんで

も…と思いつつ、空瓶を見たらサル

サソースの文字が…。 （村山眞寿美）

孫と一緒に仮面ライダービルドの主

題曲を｢ミートパイ～ミートパイ～｣

と歌っていましたが、何と｢Be the 

one ～｣でした！ 何回聞いても｢ミー

トパイ～｣に聞こえる！（稲場敏子）

学生時代に友人にもらった、見るか

らに楽しい音がしそうな目覚まし時

計。電池を入れる場所を探して色々

ネジをはずし、もう二度と動かない

ものとなりました…。（立岡あゆ美）

このページの末席に並ぶ！と妄想し

たあの日。知識経験ゼロの私が今、

オフィスとセミナーの裏方で奮闘して

います。勘違いかも？からの生き方、

ありなんじゃないですかね～（関章子）

漢字の読み方。月極を『げっきょく』

と読んでいた。それから地名。烏丸を

ずっと『とりまる』だと思っていま

した。『からす』とも読めていなかっ

た自分が情けない…。　（本山愛子）

海外で美術館を訪れたときの話で

す。歩き疲れたので壁際の椅子に座

るとすごい剣幕で警備員さんに怒ら

れました。聞くと、椅子ではなくれっ

きとした作品でした。 　（北村麻美）

5 歳の娘が関東の実家へ帰省した際、

電車から見える送電線の鉄塔を見て

『東京タワーがいっぱいだあ！』と

大騒ぎ。周りの人を笑顔に変える勘

違いでした。　　　　　（神田美穂）

以前の勤務先で平日と勘違いして祝

日に出社したことがあります。朝の

ひと仕事を済ませたところで誰も来

ていないことに気づき、すごすごと

事務所を後にしました。（平山美幸）

ああ、勘違いSTAFF ROOM


