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スマイル通信

いつもありがとう

平成31年1月1日号・第36 号

　皆様　あけましておめでとうございます。

　昨年平成 30年（2018年）は、明治元年（1868年）から起算して150年目の記念の年でありました。皆さんにとって

どのような1年だったでしょうか？ 今年は天皇陛下が4月30日に退位されます。実に200年ぶりのことです。5月1日

には、皇太子徳仁親王が第126代目の天皇に即位されますので新元号に変わります。私が20歳の時が平成元年。人生

の学びの時期を昭和で過ごし、社会に出て働き出したのが平成です。

　平成を振り返るといろいろなことがありました。平成元年はベルリンの壁崩壊、日本では消費税 3％がスタート、

銀行・郵便局が週休二日制を導入した年でした。世界は大きく変わり始めました。約 30年という短い期間に、世界

では戦争やテロ、日本でもバブル崩壊や大きな震災に見舞われました。しかし、人々はこのような困難にあっても

立ち上がってきました。

　今こそ、ひとりひとりが手をつなぎ未来を見据えていかなければならないときだと思います。そのためには、

当たり前のことがとても「有難い」ことかもしれません。「有難い」というのは、「難が有る」と書きます。「難」の

ある人生がありがたかったと思える人は、いろんな「難」によって成熟していくものかもしれません。

　新元号にも変わる今年、心新たに、ピンチをチャンスととらえ何事にもチャレンジする年の始まりにできるよう

頑張っていきましょう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　古東裕康
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　今回が映画館デビューというお子さまもいらっしゃり、開演前は「暗くてこわ～い」とおそるおそる入っ

てきたお子さまも、中に入ってみるとお部屋が真っ暗になることもなく、ママの顔もよく見えて安心。ママ

のお膝の上にすわりながら、目をキラキラさせて大きなスクリーンに映る大きな絵本に集中！ 

　『どんぐりころちゃん』の絵本の後では、絵本の中に出てきた歌に合わせて手遊び。親子でリズムに合わせて、

ゆらゆら、パチパチ。私達スタッフも一緒に楽しみました。

　ママにとってもお子さまの映画館デビューは不安なもの。「途中で泣いちゃったり、ぐずったりしたらどう

しよう」と心配していたママもいらっしゃったはずですが、子育てはみんな大変、お互い様！ という雰囲気

の中、赤ちゃんをあやしながら楽しんでいただけたと思います。

　最後の 1 冊はママのための絵本『おかあさんだもの』。初めての出産・子育て、わからないこと、不安なこ

ともたくさんある中、毎日頑張っているママに読んでほしいという思いから選んだ絵本です。子育ては思い

通りにいかないこともあるけれど、わが子が元気に産まれてきてくれた瞬間を思い出し、改めて「産まれて

きてくれてありがとう！」「明日からも頑張ろう！」と私も優しい気持ちになりました。

　今回の“えほんのひろば劇場”をきっかけに、親子でお気に入りの絵本が一冊増えるといいなと思います。

今後もたくさんのイベントを企画してまいりますので楽しみにしていてくださいね♪　　　（上城戸アンナ）

　映画館の大きなスクリーンで絵本の読み聞かせと手遊びを親子で楽しめる

イベント“えほんのひろば劇場”を10月18日（木）に滋賀の

イオンシネマ草津にて開催しました。

　245 名のママとお子さまの笑顔が映画館いっぱいに

あふれる中、小さなお子さまも楽しんでもらえる絵本

4 冊とママのための絵本 1 冊をスクリーンに投影して

読み聞かせが始まります。

を初開催しました！
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100年時代は何が変わる？
・70代 80代まで働くのが当たり前？

・新しい職種、スキルが登場する（ロボット、人工知能

　によって代替、補完される職種が増える）

・長く働く中で手持ちの知識、スキルに磨きをかける   

　必要が出る（学び直しとスキルの再習得が必要）

・変化を生き抜くことが大切に

・親の世代に有効だったキャリアの道筋や人生の選択

　とは違う選択をすることになる

　日本ではすでに終身雇用が当たり前ではなくなり、

大学生の就職人気企業ランキングも様変わりしていま

す。人生が長くなれば、これまでのロールモデルの

教育20年→仕事 40年→引退後20年という考え方が変化

します。長く働かなくては生活できないのか…と考え

ると思い悩みそうですが、人々が70代後半、80歳になっ

ても元気で生産性を失わず長く働き続けられれば、

年金問題や人口減少の弊害は和らぐとも。

半数は107歳以上生きる !?
　日本は他の国より平均寿命が長いことはご存知のと

おり。国連の統計によれば、2050年までに日本の100歳

以上人口は 100 万人を突破する見込みですし、2007年

以降に日本で生まれた子どもの半分は107年以上生きる

ことが予想されています。

　世界で長寿化が最も進んでいる国、世界に先駆けて

長寿化の社会を経験していく日本。これから高齢者

医療介護制度や年金という分野の制度設計を見直し、

世界の先例をつくることになります。

　年金受給開始年齢は現在の 65 歳から 70 歳、75 歳に

引き上げられる可能性もあります。2019年 10月に消費

税を10％に引き上げると安倍首相が表明しました。

今後様々なことが変化することは明らか。刻々と変わ

る世の中では過去のロールモデルはあまり役に立た

ないかもしれません。

「LIFE SHIFT（ライフシフト）100年時代の人生戦略」
リンダ・グラットン /アンドリュー・スコット著　池村千秋訳

　既に読まれた方もいらっしゃるかと思います。2017年流行語大賞にもノミネート

された「人生 100 年時代」（※著者のリンダ・グラットン氏は首相官邸「人生 100 年時代構想会議」

の委員にもなっています）。今回はこの著書を紹介しながら、人生100年時代に何が変わる

のか、考えたいと思います。

人生100年時代のライフプラン

東洋経済新報社

2016年11月初版
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2007年生まれの子供の半数が到達する年齢　　　　

　　　　　　　　　　  （歳）

出典：「LIFE SHIFT（ライフシフト）100 年時代の人生戦略」P.41
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　老後に向けてどのくらいの貯蓄を準備すべきか？ 

現在の所得のうちどのくらいを貯蓄に回す必要があ

るのか？ 世代によって BESTな資金計画は異なること

は簡単に予想できますね。

　若い世代ほど、老後準備にまわす貯蓄の割合を多

くしないと長い老後に必要な生活費を準備できない

ことは明白。でも長く生きるということは、運用で

きる期間も延びるため、上手に資産運用できれば

資金準備も難しい話ではありません。

　今後は資産運用能力の差が家計に差をつける可能

性大！ 人生 100 年時代を生き抜くために必要なスキ

ルの 1つになってきます。

　人生が 100 年あるのなら、それを存分に楽しめる

余裕を持ちたいもの。 「ライフプラン」、「人生 100 年

時代を生き抜く資金計画」、「資産運用スキル」、ぜひ

今から一緒に考えましょう！　　　　 （井上ゆかり）

1945年生まれ

・平均寿命70歳（引退期間およそ10年）

・18 歳で高校を卒業し就職、先進国の経済成長の恩恵、景気後退

　も経験しつつも全体としては順調な職業人生

・妻は基本専業主婦、あるいはパートタイムで働きながら子育て

　を一挙に引き受ける

・60歳で引退、62歳で特別支給の厚生年金を受け取り65歳から

　年金満額受給、勤務先の企業年金も受給できた

・子どもに多少の資産は残せる見込み

1971年生まれ

・平均寿命85歳（引退期間およそ20年）

・22歳で大学を卒業し、バブル崩壊後の就職難のなか就職はでき

　たものの給与の伸びは小さい

・育休制度が浸透し、結婚後も働き続ける女性が増えた

・企業年金はなくなり、退職金も先輩に比べると減る傾向

　確定拠出年金制度が導入された

・ゆとりのある親からは学費や住宅費援助を受けることができた

1998年生まれ

・平均寿命100歳以上

・新しい生き方を実践することになる世代

・産業、企業の激変のため必然的に生涯に何度か職場を変える

　ことも想定

・ロボットと人工知能に代替されない能力が重視される

・65歳引退では生活が成り立たない（80歳程度まで働き続ける？）

人生100年時代の資金計画
　何歳まで生きる？ 何歳まで働く必要がある？ 三世代別ロールモデルを例に比較してみると…

　～ 三世代別教育・仕事・引退モデル ～

0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　　100歳

0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　85歳

0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　70歳

　教育　　　　　　　　　　仕事　　　　　　　　引退期間

　教育　　　　　　　　仕事　　　　　　引退期間

教育　　　　　　  仕事　　　　　 引退期間
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fax 0120-027-003

0120-027-456

ウェイグッド損害保険チーム

昨年は想定外の災害が相次ぎました

　近畿地方においては 6月 18日午前 7 時 58分頃、

大阪府北部を震源地として地震が発生、大阪市

北区・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市で最大震度

6弱が観測されました。

　傷が癒えない間に、8月28日に台風21号が発生

し 9月 4日に日本へ上陸、「非常に強い勢力のまま

上陸するのは 25 年ぶり」「50 年に一度の規模」と

言われ、近畿地方を中心に猛威を振るいました。

関西国際空港が一時閉鎖に追い込まれるなど、関

西を中心に大きな被害をもたらした。まだ修復で

きていない所も数多く残っています。被災された

皆様には心よりお見舞い申し上げます。

想像を超える想定をし続けなければならない

　9月6日発生した北海道胆振東部大地震では電力

インフラが45時間余りも寸断、電力に頼らざるを

得ない現代において日本初の「ブラックアウト」

を経験しました。震源に近い苫東厚真火力発電が

緊急停止、同発電所は道内電力の半分を担ってい

た大規模電源で、一極に集中していたことが原因

と言われています。

　2011年 3 月東日本大震災後に幾度となく予見検

証、電力供給システムの緊急時の備えを行ってい

るのに、どうして被害が続くのでしょう。その度

に言われるのが「想定外」「想像を超えた」です。

これからは、今までの当たり前はもう通用しませ

ん。「まさか」が来ないように私たち自身も万全

の準備行いましょう。

一日も早く復旧していただくために
再度補償内容の確認を！

　昨年の西日本豪雨や大型台風など風水害が相次

いだ 18 年度の保険金支払額は大手 3 社で計 1兆円

規模に膨らむ見通しで収支が悪化しています。

そこで大手損害保険3グループは 2019年秋に火災

保険料を 4 年ぶりに引き上げる方針です。私たち

も災害に見舞われた多くのお客様へ復旧費用とし

て保険金をお支払いすることができ、保険の果た

す役割を発揮することが出来ました。しかしなが

ら補償内容により保険金をお支払いできなかった

お客様がいらっしゃったのも事実。値上がりする

前に再度補償の点検を行い、今後も想像を超える

事象が発生することを想定して、皆様が安心して

暮らせるよう、そして大切な財産や資産をお守り

できるよう、今年も私たちは保険を通じて適切な

アドバイスや情報提供を行ってまいります。（情野剛）

2019年秋に火災保険料値上げ 

　2018年度の保険金支払額1兆円に！
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moneyトピックス

消費増税と軽減税率制度

　2019 年 10 月、消費税が 10％に引き上げられることが正式に発表されました。同時に

導入されるのが軽減税率制度。以下の対象品目については、10％へ引き上げ後も現行

の 8％に据え置かれます。

　①飲食料品（酒類を除く）　

　②週2回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）　

　飲食料品といっても、外食は対象にならないので 10％課せられます。また、テイク

アウトは軽減税率の対象ですが、イートインは外食とみなされ 10％の課税対象になり

ます。その他、おまけつきのお菓子やサプリメント等にも細かい規定があります。

　これまでにない制度が開始されることでお店側も私たち消費者側も混乱が生じると

予想されますが、正しい情報を得て落ち着いた対応をしたいものです。ともあれ、

消費増税に伴い家計の負担が増えるのは確実です。今一度、インフレに負けない資産

運用について真剣に考えてみましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　（田中裕子）

　2005年の会社設立以来たくさんのお客様とご縁を頂きまして、現在では全国に6,300世帯

9,300名を数える程になり大変ありがたく思っております。とは言え、お客様に対してのアフ

ターフォローに関してはまだまだ改善すべき点も多く、会社全体でサポートする体制を構築

すべく取り組んできたところです。

　そしてこの度、新組織編制で『あしたをつくろう！委員会』が新たな部門として発足する

運びとなりました。具体的な取り組みとしては

　①定期的な契約内容の確認コール

　『ライフプランに変更がありませんか？』『不安や気になることはございませんか？』

　こういったお声掛けから、保険の見直しや運用の現状確認等、きめ細かく対応していきた

いと考えています。

　②お客様向けイベントの充実

　既存の『夏まつり』『お客様限定セミナー』『ココカラ・サロン』などのイベントを、より

充実させると共に、新たなイベントも構築し、お客様とふれあえる機会を増やしていきたい

と考えています。

　これらの活動を通して、真にお客様に寄り添える会社となれるよう努めて参りたいと思い

ます。今後の新しい取り組みに、乞うご期待ください！　　　　　　　　　　　（若林ます江）

『　　　　　　　　　委員会』発足！
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0120-499-001

小説を読むとどんどんその世界に

引き込まれていきます。文章一つで

自分の経験していない世界を疑似体

験させられる小説家。文章が書けた

ら夢が広がるなあ。　　（古東裕康）

　

海外旅行に行くと毎回思うことがあ

ります。「英語圏で生まれていたら

言葉の心配が少なくて済むのになあ

～」と。まあ、英語を勉強すれば済

むことなのですが…。　（水口一弘）

肉体朽ち果てても精神は「シリコン

ウェハー」に変身、人生は100年どころ

か200年か300年、いつでもどこへで

も移動できる身軽な状態で世界や宇

宙を飛び回りたいですね。（情野剛）

瞳は青く、鼻が高くて彫の深い顔、

手足も長く、ハイブランドが似合う

海外セレブになってドレスアップし

てあちこちお出掛けしたい！ 単純に

シンデレラ願望かな？（井上ゆかり）

寝ても覚めても YouTubeな我が子た

ち。そんなことなら、母が YouTuber

になって驚かせ、世界一周してみた

い！ 母の冒険、とくとご覧あれ！

                      （石原敦子）

タカラジェンヌ。ド派手な衣装と

メイクをして、男役で舞台に立ちた

い。演じるのは勿論、『ベルサイユ

のばら』のオスカル。ん？ 男役では

なかった（笑）。　　　（若林ます江）

音楽的センスが皆無の私にとってた

だただ憧れの存在、音楽家。クラシッ

クも良いけれど、やっぱりジャズピア

ニスト！ 感じるままに思うように

演奏できたら素敵だな～（金田三鈴）

変身できたら、ネコがいいです！ 

いつも暖かい場所を占領し、ゴタゴ

タあれば、サーっと逃げる。遠くか

らそれを見つめる。たまに「ニャ～」

と鳴く。自由なネコ。　（岸﨑愛子）

手足の長いスリムなモデルさん !!!

かわいい洋服を着て、街を颯爽と歩

きたいです。現実はというと、まず

は洋服の形を崩さず着れるかが選ぶ

基準です（笑）。　　　　　（若林香）

生まれつき頑固な直＆剛毛の私は、

中二ぐらいからサラサラロング

ヘアーに強い憧れを抱いています。

入浴中以外で髪をかき上げる仕草が

したい！ 束ねたい！！　 （速見淳）

ずっとコンプレックスに思ってきた自

分の高身長。ローヒールでも175㎝

超（汗）。160㎝くらいの女性に変身！

10 センチのヒールを履いてかっこよ

く街を歩いてみたい♪（仁賀みさ子）

実は私は魔法使い♪ 呪文を唱えて

出水和葉に戻っています！ or 実は

仮面ライダーウーマン♪ 敵の出現を

察知、変身ベルトで「へ～んしんっ！」

今でも憧れています。　（出水和葉）

透明人間になってみたい、巨人に

なってみたい、動物になってみたい

…いろいろと思い浮かぶけど、一日

くらいなら「物」になってみたいかも。

家の冷蔵庫とか（笑）。　（辻川雅美）

引退された安室奈美恵さん！ 昔と

変わらぬスタイルとパフォーマンス、

同い年とは思えません。一度でいい

から安室ちゃんになってステージで

歌って踊ってみたいです。（田中裕子）

イチローや大谷、錦織、ゴルフの松山、

バドミントンの桃田選手など日本を

代表するスポーツ選手。プレッシャー

を感じつつ、期待に応えられたとき

の歓びを味わいたい。　（岩城輝和）

売れっ子のスキューバインストラク

ターもしくカメラマン。世界中を飛

び回り色んな海に潜って肌で感じた

い。地上とは違うステキな空間を

いっぱい伝えたいな！　（清水佳代）

守ってあげたくなるような女性に

変身したい！ いつも何があっても

「大丈夫そうやな。」「いつも元気

やな。」と言われます（涙）。

　　　　　　　　　（上城戸アンナ）

ますます寒くなってくるので冬だけ

猫に変身してコタツの中でぬくぬく

ごろごろ過ごしてみたいです。ミカ

ンが食べたくなったら人間に戻れる

変身能力欲しいなぁ～。（野崎泰子）

長身のスタッフとは真逆で小柄な私

はスラッとした 8 頭身の長身女性に

変身してみたい。高いピンヒールを

履いて颯爽と街を歩けばきっと景色

がかわるだろうなあ !!（村山眞寿美）

大きな翼を広げ、真っ青な大空や

夕焼けに染まった紅の空を飛びまわ

る鳥に変身できたら、辛い事もスト

レスもぶっ飛んでしまいそう！

　　　　　　　　　　　（稲場敏子）

やる気がない。疲れたな…という時、

変身ベルトでパワーアップ！ スポーツ

万能！ 体力ありすぎ！ 無敵のヒーロー

に変身！ 運動が好きな運動音痴の

私の憧れです。　　　（中川あゆ美）

アッコちゃんと呼ばれてた頃、テクマ

クマヤコンのコンパクトで何にでも

変身できました。ラミパス…ルルル

ルーでいつでももとどおり。今は変

身せず自然体がいいです。（関章子）

手のひらサイズに小さくなりたい♪

娘の肩に乗ったり、ランドセルに忍

び込んで一日小学校生活を覗いてみ

たいな。それを娘に言ったら「踏む

かも」と。こわー！　　（本山愛子）

イケメン細マッチョ外国人！ 目が

合うだけで“きゃ～！”と黄色い歓声

があがり、微笑めばみんなとろけ

ちゃう。そんな美形を武器にメンズ

ライフを楽しんでみたい！（北村麻美）

6歳の自分の娘になってみたい。毎日

新しい経験や発見に目がキラキラ。

周りを気にせず動き回り、デタラメ

な歌を歌って大笑い。自由でいいな

～、一日交換しようよ！（神田美穂）

大空を悠々と飛ぶ鳥。空中を自由

自在に飛び回ったり、風に乗って

旋回する感覚を味わってみたいな。

世界中の絶景を空から見て回るのも

楽しそう♪　　　　　　（平山美幸）

私の変身願望STAFF ROOM


