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　4月 20日、がん検診啓発チャリティー「ゆめ色コンサート」を

開催いたしました。今回は初めての試み、「講演」と「コンサート」

の二部構成ということで関西屈指の音楽ホール「びわ湖ホール」

での開催となりました！

がん検診啓発チャリティー

ゆめ色コンサート を開催いたしました！を開催いたしました！

L ’o ra  de l l ’ a lba
 ～夜明けの時～

がんについての講演＆パネルディスカッション

約 8割が治る、“乳がん”

　乳がんは女性のがん発生部位として最も多い部位。

沢山の方が罹患しますが、治りやすいがん。また、

唯一自己検診によって早期発見がしやすいがんとも

言われています。そのためには定期的な自己検診が

とても重要！ しかし、若い女性に多い“トリプル

ネガティブ”という進行性の早い分類のがんは、治療

選択肢が少ない中、現在「カルボプラチン」という

抗がん剤の臨床試験が進められており、海外ではこの

臨床試験が有効であることが証明されているそう。

効能的、経済的にも様々な可能性を秘めたこの研究

に期待したいですね。

大腸がん検診はこわくない

　男性、女性共に罹患数、死亡数が上位にくるのは

大腸がん。早期発見、早期治療が重要なため、大腸

がん検診の必要性がより高くなります。身体への負担

が大きいイメージがあり、敬遠されがちな大腸がん

検診ですが、内視鏡検査に必要な薬剤や技術の進歩

により、患者自身の負担は格段に少なくなっている

そうです。例えば検診前に飲む下剤。以前に比べると

味も良くなり、その量も少なくなっています。約9割

の方が腹痛もなく、内視鏡が痛そうで怖いと思われ

る方でも麻酔を使えば痛みも感じないことがほとんど

なのだそう。痛い、怖い、恥ずかしい。そんなイメージ

を一気に払拭できた瞬間でもありました。

「音奏人」さんによる圧巻の演奏パフォーマンス！

　映画の曲やクラシック、カンツォーネとジャズの

融合。ジャンルを超えた多彩な演奏に魅了されました。

　繊細なピアノの旋律や重厚なウッドべース、心地

よいドラムのリズムと合わさって表現豊かな演奏、

声楽が入るとより音が重なりダイナミックで感動的

なステージ。後半

クライマックスで

はなんと歌手の方

が客席で歌ってく

ださる演出も！　

プロの方の演奏を素晴らしいホールで近距離で聴け

る贅沢な機会となり、客席のお客様も笑顔と拍手に

包まれたあっという間の1時間でした。（仁賀みさ子）

　　　　　　もう一度聴きたい方はこちら

かなでびと
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と大切なお客様

赤在様と FP水口（右）

井上：今回はコンサート開催につきまして多大なご尽力を

賜りありがとうございました。本当に素敵な生演奏を聴か

せていただき感動で胸がいっぱいです。これも赤在さんが

弊社のお客様でいてくださったご縁なのですが、赤在さん

と水口さんの出会いのきっかけは？

水口：出会いは20年前ですね。和歌山県海南市の赤在さん

の電気店にふらっと伺ったところからです。

赤在様：第一印象がとても良くて。なんだか波長が合うと

いうのか、お話し口調も人間味があって最初から信頼でき

る方だな～と感じていました。2002年 2月に電気店を移転

して間もなくの頃だったと思います。それに伴い法人と

しての保険と、夫婦それぞれの保険の見直し、提案をして

いただきました。

井上：ご主人様がお亡くなりになったと伺っております。

赤在様：2010年 1月 1日に夫は亡くなりました。大晦日に

従兄弟家族が集まって、食事して床につき翌朝、お雑煮の

お餅いくつにする？ って起こしにいったらもう…その後

が大変ですよ。保険は十分加入していたつもりでしたが、

開店時からの負の財産も残りましたから。移転後の新店舗

を一緒に歩めたのは 8 年、今では夫が亡くなってからのほ

うが長くなり、「天国で（私の頑張りを）見てる？」って聞い

てみたいです。保険金請求では本当にお世話になりました。

土地建物は残っても他に必要なお金もありますから、保険

給付金はありがたかったです。

井上：音楽プロデュースをするきっかけは？

赤在様：一度きりの人生、夫のように今日は元気でも明日は

どうかわからない。だったらやりたいことをやらないとね。

私は皆さんの笑顔を見たい、才能のあるアーティストの

活躍する場を作りたいと常々思っていて、当時40歳くらい

でしたでしょうか、ちょうど起業15年ほど経過した時、足跡

が付いてきたことを感じ、今からだと20年頑張ると少し形

が見えてくるかもしれない、多くの方々へ伝えたいことを

形にすることができるかもと感じました。ただ夫を亡く

した後は家業重視で音楽活動は少し休止をしましたが、

2016年 9月には今のリベラ音奏人として記念すべき大きな

演奏会を高野山で行うことができました。舞台の裏側で

黒子に徹してニコニコ笑いながら仕事ができる今が幸せ

です。もちろん水面下ではバタバタ走っていますが、これ

からも悔いの残らない人生を送りたいです。

井上：赤在さんと水口さんの関わり方を教えてください。

赤在様：いろいろと厚かましく突拍子もない相談をさせて

もらっていますが毎回丁寧にお答えくださって。娘には

「ごみと借金は残さず断捨離は日頃から…」（笑）「お母さん

に何かあった時は、水口さんに聞くわ！」と言われています。

水口さんには友人との旅ツアーを作ることをお願いした

ことも。おすすめの道後温泉の旅館、夫が元気な頃一緒に

行かせていただきましたが、とっても素敵な旅館でしたね～。

「さすが！ 水口さん」って。顧客満足度が高いですよ！

水口：それは旅行だけですか？

赤在様：そんなことないです！　FPとしても（笑）！　度々

私達の音楽のコンサートにも足を運んでくださりありがた

いです。これからも末永くこの関係が続くと嬉しいです。

そういえばもうすぐ私の誕生日です。今の私に必要なものの

ご提案、コーディネートお願いしますね。

水口：もちろんです！　ぎりぎりにならないよう余裕を

もってご連絡差し上げます（笑）。

vol.2

　弊社ファイナンシャルプランナーとお客様をご紹介する

コーナー。第 2 回は FP 水口一弘の大切なお客様 赤在様

をご紹介いたします。赤在様は電気店を経営する傍ら、

ミュージックエージェンシーとしてプロの演奏家の活動の

場を広げるお仕事をされておられます。ウェイグッド春

のお客様向けイベント「ゆめ色コンサート」(2019.4.20)

が開催できたのも赤在様のご協力の賜物でした。



古東が
　 お会いしてきました
　～谷野裕一氏編～
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－谷野先生の研究されている「がん」について　　　

教えてください。

　まず「がん」と「良性腫瘍」の違いからお伝えしましょう。

良性腫瘍として代表的なのは「いぼ」です。「いぼ」は

ある程度大きくなっても、それ以上大きくなることはない

ですよね。ところが「がん」はとめどなく大きくなります。

どんどん他のところに浸潤して広がっていきます。また、

転移を起こすのもがんの特徴です。血管、リンパ管の中

を流れていって、その先で腫瘍を作るのが転移です。乳

がんの場合、肺や肝臓が多いです。肺や肝臓で大きくな

ると命に関わってきます。転移が起こらないうちに発見

できると助かる人が多くなりますね。そこで、早期発見

を目指して、痛みのないマイクロ波マンモグラフィ※1

や乳がんから出てきた物質を涙で検出するような検査を

神戸大学で研究、開発しています。

※1 微弱な電波を出す発信機を使い、乳房の表面をなぞるようにスキャンするだけ

で立体的に 3 次元画像を映し出す。従来のＸ線マンモグラフィでは見えなかった

がんもはっきり見ることができる。

－早期発見がやはり大切なのですね。

　そうですね。早く見つかれば命が助かりますから。

－命を落とすことが減り、早期で見つかる確率が増え

ている「がん」ですが、日常生活で気をつけておくべき

ことはどんなことでしょう？

　日常生活で「がん」に罹患しないためには

・太らないこと

・運動をたくさんすること

・アルコールを過剰摂取しないこと　　ですね。

－「がん」と診断された際、最近は情報がありすぎて

治療内容の決定が難しくなってきている気がします。

　そうですね。やはり病院で通常行われる一般的な治療、

標準治療※2 を行うことは大切ですね。残念なことに、

情報を鵜呑みにして民間療法を行う時間のなかで、本来

標準治療で治る時期であったにもかかわらず、転移等が

起こるなどして治療の機会を逸してしまうことがあったり

もします。不安があれがば拠点病院で質問し、納得いく

まで相談することが大事です。

※2 多くの臨床試験の結果をもとに専門家が検討を行い最善であると合意の得られ

ている治療法のこと

　弊社代表古東が、今会いたい方にインタビューさせて

いただくコーナー。

　第 2回の今回は、2019年4月 20日弊社お客様イベント「ゆめ色コンサート」でご講演いただいた神戸大学医学部

乳腺内分泌外科 特命教授 谷野裕一医師にお話を伺いました。
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谷野裕一氏  神戸大学医学部  乳腺内分泌外科 特命教授

1987年和歌山医大卒。同大学胸部外科に入局。1991-93年慶応大学

留学。 1998-2000年米国メリーランド州立大学留学。帰国後、和歌山県

立医大第一外科助手、岸和田徳洲会病院、橋本市民病院、公立那賀病院。

2013年北里大学病院に赴任し、新病院の開院と共に乳腺内分泌外科を

開設、外科准教授、乳腺甲状腺外科科長。2017年より神戸大学附属

病院乳腺内分泌外科科長、特命准教授。2018年より現職。

－「がん」に罹患した際の家族の接し方について　　

アドバイスをいただけますか？

　がんになったことのない人が患者さんの気持ちを理解

することはできません。まずは「聴く」ことが大切ですね。

聴いてあげること。いろんな苦しいことがあります。

「こんなに辛かったよ、こんなことが不安だ」と話して

くれた際にはオウム返しのようにそのまま返してあげて

ください。「そうか、そんな辛かったんやな」「それが不安

やったんやね」と言ってもらうだけで落ち着けます。

医師の間でもロールプレイングで患者・医師役になって、

会話、聴き方の練習をすることもあるんですよ。「そん

なんではだめだ」とか言ってしまうと、「もうきいてもら

わんでええわ…」となってくるので、しっかり相手の話

に耳を傾けて欲しいと思います。

－働き盛りの患者さんは「がん」と共に働くことへの

お悩みもありますね。

　働くことには 2 つの意味があります。「お金を稼ぐ」

ことと「社会参加」。

　社会参加の側面からいうと、働くことができると誰か

の役に立つことができ、「ありがとう」と言ってもらえ

ることもありますよね。それがとても重要です。今日は

こんなことができて良かったな、と思えることを患者さん

には意識して話してもらったりします。そういった

一日一日を増やすことで納得できる人生が送れると思い

ます。

　次にお金の面では、お金がないために治療ができない

ということで苦しい思いをされる患者さんもいます。

40、50代の患者さんの中には、子どもの教育費にお金が

かかる世代のため、ご自身の治療費にかけるくらいなら

子どものためにお金を使ってやりたい、と費用の嵩む

治療を選ばない方もおられます。やはり最低限ご自身の

治療費程度は、保険などを活用して、必要な治療を行え

る資金の準備はしておきたいですね。もちろん、できる

治療を全部する、高額な治療をするということが良いと

いうことではありません。ご自身の人生の目的、大事に

したいものを考えて、また家族や医療者としっかり話を

して自分らしい人生を送るためにどのような治療をどの

くらいのお金をかけて行うか考えることが大事です。

　　　　　　　　　ー・ー・ー・ー　

　がん治療は早期発見が大事。きちんと検診を受けたり、

日頃から注意して身体を注視しておく必要があります。

また、いざという時の備えとして必要最低限のお金や

保障の準備もしておきたいものですね。
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水口一弘の

　　　　おすすめ旅

TEL：0120-027-456

FAX：0120-027-003

ウェイグッド損害保険事業部

日間賀島個人旅行（2019年7月～12月）
「日間賀観光ホテル」平日1室4名で1名15,000円～（休前日2,000円UP）

ご興味のある方はウェイグッドまで。

水口の旅行会社時代の同期、株式会社スポニチプライム西村さんが旅行の手配をして

くださいます。ウェイグッドお客様限定特典があるかも…!?

まずはお名前、連絡先の電話番号、旅の希望日やご質問などウェイグッドスタッフ

までご連絡ください。追って旅行代理店より詳細をご連絡させていただきます。

ひ ま か じ ま

「おいしい海の幸を食す旅」
　「1泊 2日、どっかえーとこない？」

　そんな質問をいただいたときにご紹介する穴場がココ。知多半島の先にある、ひょっこり

ひょうたん島のような島＝「日間賀島（ひまかじま）」。

　何にもないけど、おいしいもん食べてボーっとしたい方にお勧め。お客様には旅行会社

時代にたくさんご紹介させていただきました。満足率はなんとほぼ100％!!

　タコはぜひ食して欲しいです！ 船盛りも超新鮮！ 海の幸の宝庫です。夏場はイルカと

のふれあい体験もでき、年間通じて様々な年代の方々に楽しんでいただける島です。

水口一弘 プロフィール

子どもの頃の夢は新幹線の運転手。大卒後入社したのは旅行

会社。無類の温泉好き。国内外問わず月 1 回は旅に出るのが

日常。好きな番組は「ブラタモリ」「チコちゃんに叱られる」。

0120-499-001

　夏本番！ レジャーに帰省にドライブに！ と車を

利用する機会が増える時期です。同時に、運転中に

思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも…。

　トラブルに巻き込まれた時の自己防衛ツールと

して、最近ドライブレコーダー（ドラレコ）を取

り付ける方が急増しています。運転中の映像や

速度を記録してくれるこのドラレコ、実は自分で

買うだけでなく、自動車保険のオプションで取り

付けることもできるのです。その名も『ドライブ

レコーダー特約』。

　この特約を付けると保険会社から高性能のドラ

レコが送られてきます。あとはそれを我が家の車

に取り付けるだけ。運転中の記録だけでなく迅速

な事故対応や安全運転サポートなど、保険ならでは

のサービスがプラスで付いてきます。衝撃を察知

すると保険会社からすぐに連絡が入るので、いざと

いう時一人じゃ不安…という方も納得の安心感。

　特約付加できる保険会社とそうでない会社が

ありますが、我が家の愛車にそろそろドラレコ

を…と考えている方は、量販店に行く前に加入中

の自動車保険をチェックしてみて下さい。

　ウェイグッド損保チームにご連絡いただけれ

ば、いつでもお調べいたします♪　　　（速見淳）

損害保険

ドライブレコーダー、つけてますか？
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セイノタケシの

 イチオシ 京都グルメ探訪

＊カリウムを多く含む

　バナナで、美味しく

　夏バテ対策しましょう！

＊皮が黒くなって熟し

　たバナナを使えば、

　甘味料なしでも十分

　甘いです。

＊ココアパウダーを抹茶

　に 変 え れ ば、 抹 茶

　アイスクリームに♪ 

　　　　 　（本山愛子）

★作り方（約 2人分）★

　　バナナ　2本

　　牛乳（or 豆乳）　 大さじ 1

　　ココアパウダー　大さじ 2

　　メープルシロップや蜂蜜　大さじ 1

　　塩　    ひとつまみ

①バナナを細かく切り、タッパー等で冷凍
　する

②ミキサーに全ての材料を入れ、滑らかに
　なるまで撹拌する

③容器に流し入れて 1 時間ほど冷凍する

オヤコdeつくってみよう♪

ひんやりデザート

チョコバナナアイスクリーム
　今回は、来年創業 35周年を迎える居酒屋「まんざら亭」さんをご紹介します。

　「創作和食」がキーワード。12 店舗あるうち訪れたのは三条高倉店。京の

おばんざいと鉄板焼きが楽しめます。おばんざいでは賀茂茄子の田楽、鉄板

焼きでは京都牛サーロインステーキとキャベツ

ステーキがおすすめ。ワインの種類も豊富、オリジ

ナル日本酒「京まんざら」も是非味わってみて。

ちょっと粋で、大人の雰囲気が漂う居酒屋。福濱

店長やスタッフさんとの会話も楽しいので女性

の方おひとりでも気軽に立ち寄れます。

　昨年は丸太町通富小路に京もつ鍋「兎ニモ角ニモ」

をオープン、今年の 7 月中旬には京都駅近くに

「まんざらえきよこ串と酒」をオープン予定。時代

とともに変化し続ける「まんざら亭」さん。どの

お店もとても個性豊かです。

　今宵も「まんざら亭」で一献！ さぁて、どのお店に行こうかな！　 （情野剛）

まんざら亭 三条高倉店
https://www.manzara.co.jp/sanjo_takakura/

まんざらグループ
https://www.manzara.co.jp/

三条高倉店福濱店長（右）とスタッフの皆さん

　昨年より施行されている休眠預金等活用法をご存知ですか？　2009年1月以降の取引から10年

以上異動のない預金等を『休眠預金等』とし、預金保険機構に移管された後、民間公益活動に活用

されるというものです。

　子供の頃親が作ってくれた口座や学生時代

に作った口座など、長い間眠ったままの口座

はありませんか？　休眠預金となった後も、

取引のあった金融機関で引き出すことは可能

ですが、使っていない口座がたくさんあるのは家計管理上問題です。

　異動には、金融機関での入出金等や各金融機関が個別に認可を受けて定める通帳や証書の発行、

記帳、繰越、残高照会等があります。何が異動に当たるのかは金融機関によって異なります。ご

自分の預金等に係る異動事由や休眠預金の有無の確認、引き出し手続きの詳細は、お取引のある

金融機関にお問い合わせを。

　これを機に預金口座の棚卸しをして、不要な口座は解約しましょう。お盆などで帰省のご予定

のある方は、ご両親やおじいちゃんおばあちゃんの預金口座もご一緒に確認されてみてはいかが

でしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上城戸アンナ）

moneyトピックス

休眠預金等活用法

対象になる
普通預金
定期預貯金
定期積金

対象にならない

外貨預金
財形貯蓄
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STAFF ROOM 夏の思い出

アメフト地獄の夏合宿は恒例の長野！

練習前のストレッチで汗をかきなが

ら見上げた真夏の青空。夜中に仲間

と寝転んで見上げた満点の星。若き

日が懐かしい（笑）。　　（古東裕康）

最近の「夏」は、「猛暑」「酷暑」など、

営業で外回りの私にとっては「恐怖

の夏」です。真夏は「沖縄」の方が

涼しいので、避暑地が「沖縄」にな

る日も近いのでは？　　（水口一弘）

ここ2年はお休みしていますが、毎年

友達とのんびり舞鶴は冠島へスキュー

バダイビング。スリムなウェット

スーツを着ていたのはもう何十年も

前の、夏の日の思い出。　（情野剛）

小さい頃、友達とよく行った市民

プールは流水プールにスライダーも

あって入園料はたったの 10 円！  

冷えた体にカップヌードルがご馳走

でした。　　　　　　（井上ゆかり）

大学一年の夏、北海道を 2週間かけ

て一周しました。分厚い時刻表を片

手にユースホステルの旅。大自然の

スケールの大きさと美味しい食べ物、

人との出会いに感激！　（石原敦子）

軽井沢旅行。独身OL時代はテニスに

明け暮れ、子供が生まれてからはプー

ルとバーベキュー。数年前にはゴルフ

とサイクリング。いつも楽しい思い

出。あと何回行ける？（若林ます江）

近所の神社に自然と子供たちが集ま

り、日が暮れるまで遊んだ夏休みの

日々。缶蹴り、ゴム飛び、だるまさ

んが転んだ…。今は滅多に見られな

い光景が懐かしい♪　（仁賀みさ子）

先輩2人と1週間かけて車で半周した

北海道。網走では宿が見つからず、

海岸沿いの公園で車中泊に。風雨が

車を打つまさかの悪天候。凍える夜

が忘れられません（笑）。  （金田三鈴）

夏休みのラジオ体操！ 蝉の鳴き声を

聞きながら、公園に集まった当時の

映像が今でも鮮明によみがえります。

ただ体操後にマラソンをしないとい

けないのが憂鬱でした（笑）。（若林香）

小・中学生の頃、友達のＹ谷君の家

でお泊り会をするのが夏の恒例。仲

良しの友達と秘密基地を作ったり恋

バナに花を咲かせたり…みんな元気

でやっているかなぁ…。 　（速見淳）

一日を長く長く感じていたあの頃、

夕方遅くなるまで、近くの山を分け

入ってみたり、田んぼの脇の水路で

イモリを捕まえ競争させたり。イモリ

は今でも素手で持てます！（出水和葉）

小学生の頃、夏休み中は毎日のよう

に学校のプールで泳いでいました。

だから毎年日焼けを重ねて真っ黒。

色黒から抜け出すのにかなりの年数

を要しました…。　　 　（辻川雅美）

小学生の頃の夏のメインイベントは

地蔵盆のフィナーレで行われるカラ

オケ大会。ゆかたを着て友達と一緒

にプリプリの「世界でいちばん熱い

夏」を熱唱していました。（田中裕子）

子供の頃の夏休み。母の実家が舞鶴

の田舎町で、水の綺麗な川で泳いだ

り、祖父の船で魚やカニを捕ったり、

海水浴に行ったりと毎年楽しい夏を

過ごしました。　　　　（岩城輝和）

若い頃、友達と夜中の海を見に福井へ

よくドライブに行ってました！ 夏の夜

の静かな海がすごく好きで波の音を

聞きながら色々語り合ってたな（笑）。

素敵な夏の思い出です♪（清水佳代）

夏と言えば、琵琶湖の花火大会！ 

昔は家族そろって見に行っていまし

たが、ここ数年はマンション屋上か

ら楽しんでいます。今年もビールを

片手に楽しみます。（上城戸アンナ）

吹奏楽部だったので夏になるとコン

クールの思い出がよみがえってきま

す。暑い中での練習、本番の緊張感、

仲間の笑顔も思い出しながら青春し

てたな～と感じます。　（野崎泰子）

台風が近づく中のキャンプ。遊び疲れ

て爆睡、朝テントを出たら広い砂浜

にポツンと取り残され慌てて片づけ。

重しの子供共々転がっていくテント

を追いかけました。　　（稲場敏子）

小学生の頃、夏には家族で鳥羽にあ

る父の会社の保養所へ行くのが恒

例。足がつるまでプールで遊び、父

の背中に乗って浦島太郎ごっこをし

たのを思い出します♪（中川あゆ美）

子供の頃、友達と誕生日プレゼントを

渡し合うことが通例だったなか、8月

生まれの私は夏休み中なので、秋に

律儀にプレゼントを受け取るという

切ない記憶があります。　（関章子）

出町柳の鴨川デルタ。大学時代は

バーベキューや花火で遊び、今はママ

友とご飯を持ち寄り木陰でおしゃべ

り、子ども達は川遊び。夏の鴨川は

思い出いっぱいです。　（本山愛子）

夏休みになると鹿児島の祖父母宅

へ。川遊びや、野菜の収穫、馬のお

世話にニワトリが産んだ卵の収穫！ 

自然とたっぷり触れ合える数日間が

いつも楽しみでした！　（北村麻美）

学生時代、毎年夏は夏フェスを満喫

しておりました。いつものメンバー

で、野外の開放感の中、音楽とフェス

めしと熱さを楽しむ。そろそろ子連

れ復帰したい！　　　　（神田美穂）

子供の頃は親戚一同で福井県の小浜

に海水浴に行くのが常でした。朝は

釣り、昼間は海水浴、夜は花火と海

辺の生活を満喫。競って日焼けして

いた頃が懐かしい。　　 （平山美幸）


