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開催報告

これからは“情報編集力”がカギ

 　 “脳がつながる”これが次の世代のキーワード。成熟社会は正解がない時代に入っていく。これからの

勝負は、仮説をいっぱい出して自分も納得し、かつ関わる他者も納得させられる解をどれだけ紡げるか。この

“情報編集力”がカギになる。だからこそ、自分の知識・経験・技術すべてを組み合わせる。そして自分 1人

のものでは絶対足りないからこそ、他者とつながって脳を拡張させることが必要、とのお話に皆様聞き入っ

ていらっしゃいました。

随所で行われたブレインストーミング

　“脳がつながる”感覚を実体験するために繰り返し行われたブレインストーミング。3～4名ほどでグループ

を作り、出された課題に対して意見を出し合います。ルールは、どんな意見でも否定はしないこと。各グルー

プで活発な意見交換が行われ、とても盛り上がっていました。今まで自分 1 人では思いつかなかったよう

なアイデアや考えが思い浮かぶ、“脳がつながる”体験をされた方も多かったのではないでしょうか。

なくなる仕事、なくならない仕事

　正解が一つであるものを導き出す。多くの情報から必要なものを検索する。こういった仕事はAIには敵わ

ない。AI、ロボット社会が広がると、もう一度“人間らしさ”が脚光を浴びる。人間的な魅力が必要な仕事

は絶対になくならない。なくならない仕事＝人間が本来するべき仕事。これを突き詰めると人間とは何か？

という問いになる。

　「ぜひ、この議論をし続けていってほしい」とお話されると、会場からは大きな拍手が沸き起こりました。

　「キャリアを 3 つ掛け算することができれば 100人に1人の人間から 100 万人に1人の人間になることが

できる」というメッセージに、いくつになっても自分を磨いていくことが必要だと感じました。そして、

子供たちをこれからの時代を生き抜いていける人間に育てていくためのヒントもたくさんいただいたので、

自分自身の子育てに生かしていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中裕子）

　令和初のウェイグッドお客様限定特別セミナーは、元リクルート社

フェローであり、各地で校長を歴任された“教育改革実践家”でもある

藤原和博氏をお迎えしました。テーマはこれからを生き抜くために必須

である“情報編集力”。ただ聴くだけではなく、様々なワークが随所に

盛り込まれた“講演ライブ”に 200名以上のお客様で埋め尽くされた

会場は熱気に満ちていました。
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海外と日本の教育環境の違いはどこにありますか？

　4 歳の長男を連れてロンドン在住時、公立学校の最初の面談で言われたのが「Independence

自立と Contribution 貢献」だったのが衝撃でした。日本なら、みんな仲良く元気で遊んでいれ

ばよい年齢。みんな一緒に、ちゃんといい子に！というのが日本教育の呪文。「自立と貢献」、

これこそ教育の目標じゃないですか？　正解のある問いを解く力だけではなく、正解のない、

答えのない問いを解く力、他者と一緒に作り上げることのできる力が今後必要でしょうね。

今後の新たな構想を教えてください

　僕は杉並区和田中学校校長として5年、奈良市立一条高校校長として 2年、教育改革に携わっ

たので、次は幼稚園と小学校が一緒になったような現場に行きたいですね。そして大学では

教員養成課程のカリキュラムを変えてみたい。そうすると幼小中高大の教育に関われたこと

になり、「ロイヤルストレートフラッシュ !!」（笑）です。

最後に、これから100年時代を生きる世代へメッセージをお願いします

　10代 20代 30代は恥をかいたもん勝ち。いかに多くの恥をかけるか、経験主義ですよね。

経験値をどれだけ積めるかが勝負。それぞれの希少性を磨いていかなきゃならない。ゲームの

世界の言葉で言えば自分のことをレアカード化してほしい。後ろをむいた時、誰も

ついてこなくても、そのまま突き進む勇気、ある意味無謀さ、孤独に耐える耐性を

身に付けてほしい。

　レアカードになれと子どもに言うためには親がそうならなきゃ。

子どもの社会は親の鏡。親が 40代～60代だとすれば人生まだ 30年～

50年あるんだよね。ということは、これまでの人生を完全チャラにして

やり直しがきくということ。5年から 10 年サイクルで一つの人生を送るとすれば

あと5回人生を生きるくらいのつもりで生きて、自分の希少性を上げてほしいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：井上ゆかり）

　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。

今回は、1 月 25 日開催の弊社お客様限定特別セミナーでご講演

いただいた教育改革実践家の藤原和博氏にお話を伺いました。

藤原和博
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安田様とFP情野（右）

情野：安田さんとはもう 30 年ほどのお付き合いに

なりますね。

安田様：18歳の時に車を購入して、その時に加入し

た自動車保険からのお付き合いですね。その当時は

情野さんのお父さんが私の担当でした。情野さんに

は私が25歳の時に生命保険の見直しをしてもらいま

したね。お父さんも情野さんも単なるセールスでは

なく、私の現在や将来においてどんな補償や保障が

必要かをわかりやすく丁寧に教えてくれました。

以来、誰に相談すればいいかのファーストコールが

情野さんであるということが、私の一番の安心材料

です。

情野：とても嬉しいお言葉ありがとうございます。

担当者冥利に尽きます。

安田様：以前大けがで入院した時、勤務先や家族に

迷惑をかけましたが、入院・手術などかかる費用は

保険で十分に補えました。時代に合った保険に見直

しをしていたお陰で、私たち家族をきちんと守って

もらえました。

情野：定期的な保険の見直しは大切です。ところで

ライフイベントの変化では、安田様は2年前に大き

な決断、独立されて会社を設立されましたね。

安田様：はい。その時も仕事の流れを図解で表して

いただき、会社を取り巻く様々なリスクとそれを

カバーする保険について、お会いする都度ひとつひ

とつ丁寧にご教示いただきました。不安なく仕事が

できていることにすごく感謝しています。

また、叔母や姉らの親族や知り合い、仕事関係の方

に情野さんを紹介すると、皆から「情野さんを紹介

してくれてありがとう！」と言われるのも私の喜び

です。謙虚な人柄、フットワークの軽さ、最後まで

面倒を見てくれる真面目な姿勢が私にまで伝わって

います。

情野：恐縮です。多くの方をご紹介いただき本当に

ありがとうございます。

安田様：妻や娘、息子には、お父さんに何があって

も大丈夫なように保険に入っているからね、といつも

言っています。ライフプラン設計のお陰であと5年、

私が55歳になると生命保険料の払込みが終わるよう

になっています。それ以降は資金的余裕が生まれる

ので、子ども達には親の脛はかじれるだけかじった

らいいよ！と言っています（笑）。

情野：明るい老後に向けてさらに資産形成もしっか

りとしていきましょうね。これからもご家族と会社、

ご紹介いただきました皆様をしっかりとお守りいた

します！

vol.5

　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5回はFP情野剛の大切なお客様の

ひとり、安田様にお話を伺いました。

　安田様とは学生アルバイト時代からのお付き合い。

現在は光の魔術師として京都の寺社仏閣のライト

アップアーティストとしてご活躍されています。
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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」。

TEL：0120-027-456

FAX：0120-027-003

ウェイグッド
損保コンサルティング部

「いぼがとれる温泉？」
　秋田県の秘湯「玉川温泉」はご存知ですか？

　1ヶ所から毎分 9,000ℓという日本一の湧出量と、ph1.2 と日本一の強酸性（レモンの2～2.5倍の酸性度）

の温泉です。源泉100%のお湯は肌にあたるとピリピリした感覚です。

　15年前に初めて日帰り入浴したのですが、1週間後くらいから首の周りの小さな「いぼ（1 ㎜くらい）」が

ポロリとたくさん取れたんです‼　

　次の機会があり 1 泊で再挑戦！　今度は姉妹館の「新玉川温泉」に宿泊して臨

みました。ところがなんだか入浴時のピリピリ感が少ない？　同じ源泉なのに？

「いぼ」の取れ具合も少ない…。科学的根拠は全くないのですが、もし「いぼ」を

取ることが目的でしたら「玉川温泉」をお勧めします。

※玉川温泉のホームページには「いぼ」が取れるとは一言も書かれていませんので悪しからず（笑）。

　地震保険が誕生したのは1966年。その2年前に

発生した新潟地震をきっかけに官民共同で運営す

る制度として登場しました。そう、地震保険って

実は国が関わっているんですね。

　その地震保険、発生や損害規模などの事前予測

が難しいことから火災保険の 50％までしか契約

できないという制限があります。ただ、地震保険

が登場した当初は『全損時のみ』が補償対象で、

さらに火災保険の 30％（限度額 90 万円）までし

か補償されませんでした。それが今では、全損時

だけでなく（大小）半損・一部損も対象になり、

支払額も 30％～ 50％ （限度額 5,000 万円）と

大きく広がりました。 また、1回の地震で支払わ

れる保険金総額の上限も3,000億円から11.7兆円

と飛躍的に拡大しました（※東日本大震災時の

支払保険金総額は約1.3 兆円です）。

　なぜ良くなったのか？ …それは加入者が増え

たからです！　地震保険加入者は年々増えて

おり、2018 年には実に65％以上の方が火災保険

に地震保険を付けて契約されています。加入者が

さらに増えれば、被災された方により多くの支援が

できますね。

　日本に住んでいる以上、誰もが地震のリスクを

負っています。お互いを支援し合う地震保険、一人

でも多くの方にご加入いただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（速見淳）

損害保険

　「地震保険」って入ったほうがいい︖
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オヤコdeつくってみよう♪

いちご寒天ボンボン

★ 材料（約 10 個分）

　　　粉寒天　4g

　　　水 　　  300g

　　　砂糖　　40g

　　　いちご　8 個ほど

　　　好みのフルーツ　適量

★ 作り方

　(1) いちご・フルーツは小さめにカットする。

　(2) 鍋に水と粉寒天を入れて火にかけ、沸騰したら

　　　弱火で 1 ～ 2 分煮て寒天を煮溶かす。

　　　火を止めて砂糖を入れ溶かす。

　(3) 小さめの器にラップを敷き、フルーツを入れ、

　　　寒天液を大さじ 2 ずつ入れる。

　(4) ラップを茶巾の様に輪ゴムで止めて、水に浮か

　　　べてあら熱をとり、冷蔵庫で冷やす。

・常温で持ち歩けるのでお花見やピクニックにも◎

・水に浮かべることで丸く固まります。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本山愛子）

　フレッシュな春を迎えたので、今回はフレッシュフィッシュなお店、三条

河原町交差点北東上る「棲家  三条店」さんをご紹介いたします。

　何がフレッシュフィッシュなのか？　それは毎週 2 回必ず小倉社長自らが

宮津は田井漁港に赴き、眼光キラリとびっきりの鮮魚を買い付けをなさって

いるからなんです。

　いただいたのは穴子の白焼き。第一声思わず「なんじゃこりゃ‼」　こんな
肉厚で舌に絡みつく穴子は初めて！　美味しすぎる！　

厳選されたお刺身は、わさびをたっぷりのせていただ

くのがおすすめ。メニューも豊富、おばんざいも充実、

里芋の唐揚げとばい貝磯煮はマストでご注文を。定番の

だし巻きも分厚く卵の旨さが上手く凝縮され、他の店で

は味わえない濃厚なおいしさ。こちらも是非♪　

　葉賀店長はじめスタッフの皆さんの心地

良いおもてなしと手際よさがお食事を更に

盛り上げてくれますよ！　  　    （情野剛）

（入荷する鮮魚は時期によって変わりますので、
  注文するときは必ず「本日のおすすめ」を
  お店の方に聞いてくださいね。）

棲家  三条店
京都市中京区恵比寿町435-5   2F・3F
TEL：075-606-5421

小倉社長 葉賀店長とスタッフの皆さん

マイナポイント始まります♪

　皆さんマイナンバーカード（写真付）はお持ちですか？　現在、皆さんに広く利用されている

キャッシュレスポイント還元制度は 2020年 6 月に終了します。それに続く景気対策として

マイナポイントが始まります。

　マイナポイントとは、キャッシュレス

でチャージまたはお買い物をすると、

25%（上限 5,000円分）のポイント還元が

受けられるというもの。

　消費の活性化を図りながら、同時にマイ

ナンバーの普及促進も期待されています。

2021年からは健康保険証としても利用で

きるようになるので、まだマイナンバー

カードを持っていない方は取得を検討し

てみてはいかがでしょうか♪

　　　　　　　　　　　　（仁賀みさ子）

マイナポイントをもらうには？

①マイナンバーカードの取得　
　　　　　↓
②マイキー ID の設定
　　　　　↓
③マイナポイントの申込　
　2020 年 7 月～（予定）
　　　　　↓
④マイナポイントの取得　
　2020 年 9 月～ 2021 年 3 月末（予定）
　　　　　↓
⑤マイナポイントの利用　
　決済サービスでいつものお買い物に利用♪
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▲ 住所変更のお手続きや

　コンサル希望のご連絡

　などはこちらから

STAFF ROOM 私のルーティン

私の毎朝は、妻が入れた 1 杯のコー

ヒーから始まります。香りでホッと、

味わいでシャキッ。その日の気分に

合わせてフレーバーを変えて楽しん

でいます。　　　　　　 （古東裕康）

NHKEテレ朝 6:25～6:35「ラジオ

体操」が毎朝の日課です。以前「ぎっ

くり腰」になってから始めましたが

最近は順調です。朝の10分、気持ち

いいですよ。　　　　　（水口一弘）

毎朝7時30分に車で息子を保育園へ

送ります。道中流す音楽は3年くらい

ずっとSuperfly。越智志帆さんの小さ

な体から奏でられる大声量とリズム

で、私も息子も元気一杯！（情野剛）

毎晩寝る前に①足裏オイルマッサー

ジ→②太ももまでの着圧靴下をは

いて→③読書→④クラシック CD を

聴きながら眠りに…これが毎日の

ルーティン（入眠儀式）。 （井上ゆかり）

「早寝・早起き・朝ごはん」です。子

供の頃からの心掛けですが、前職で

不規則勤務を経験し、規則正しい生活

は体の調子が良く、有難いことだと

日々実感しています。　（石原敦子）

朝起きてから出かけるまでの準備は

朝ごはん、歯磨き、メイク、ヘアスタ

イル、着替えの順。ただし、旅行や

外泊時は、必然的に順番が逆になり

ますけど（笑）。　　　（若林ます江）

高校生から毎朝続けている「朝シャ

ン」。朝一番、頭を濡らすことで一

気に目が覚めます。ブローしたのち

ケープでキープ！　かなり昭和感

たっぷりです（笑）。  （仁賀みさ子）

毎日飲むコーヒーの後には必ずお白

湯をいただきます。温かいお白湯は

何だかホッとします。そう言えば両

親もそうしてたっけ？ ルーツは実

家なんだぁとしみじみ。（金田三鈴）

起きたらまず、宇宙飛行士や宇宙

関連企業のツイッターをチェック。

そして、スマホの中の「宇宙」フォ

ルダに入れてあるサイト等も確認。

毎日の楽しみです（笑）。   （若林香）

ウォーキング促進のため導入した

「ドラクエウォーク」の起動から1日が

スタート！ 朝の通勤も苦になりま

せん。最近は魔法使いを賢者に転職

させるべく日々ウォーク…（速見淳）

八百万の神々に縋るため、何かある

ときは神社めぐり。単純に自分の体内

エネルギーを解放しないとスッキリ

物事に取り組めないっていうことも

あるんだと思うけど！    （出水和葉）

休日は普段通りに起きて朝ご飯。洗濯

と掃除を済ませ外へランニングに。

…これは理想。現実は、家事を終え

たらマッサージクッションで首から

腰までコリほぐし…。　（辻川雅美）

朝、なかなか起きてくれない子供達。

無理やり起こされるのは嫌！と言わ

れ、最近は毎朝子供達の好きな曲を

流して起こしています。最近のお気

に入りは“髭男”です。 　（田中裕子）

靴やズボンは右足から、上着は右腕

から袖を通すのですが、靴下だけは

左足から履いたときに良いことが続

いたので、今でも意識して左足から

履くようにしています。（岩城輝和）

夜活です！ 寝る1時間前にはちみつ

ヨーグルトを食べています。ヨーグ

ルトメーカーで作るとすごくまろや

かになります。買うより美味しい♪ 

足のむくみにも効果が！（清水佳代）

朝の通勤時間は安室ちゃんの曲で毎

日テンションを上げてます。気分

によって選曲は変えますが、最近の

お気に入りはFUNKY TOWNです！

　　　　　　　　　（上城戸アンナ）

出勤前に温かいお茶を飲んで一息。

体の中から温めてほっこり。そして

電車に乗る前にお気に入りののど飴

を一粒。朝にこれが出来ないと一日

そわそわしちゃいます。（野崎泰子）

保育園へ迎えに行くと 2 日に1回は

帰りたくないと泣き暴れる娘。交渉

術を試される私。あの手この手で

交渉後帰宅。このルーティーン、早く

終わりますように。　（中川あゆ美）

朝の 30 分間新聞タイム、これを

基準に日課が決まってしまいます。

明け方朝食をとりながら順にページ

をめくると脳も身体もスイッチが入

ります。健康に感謝！　　（関章子）

我家の愛猫桃太郎は就寝前になると

遊んで欲しくて逃げ回ります。一頻り

追いかけっこしてからコロコロ10粒

程で引き付けやっとハウスへ。毎日

疲れるけど可愛い！　  （稲場敏子）

「シャキーン！」で子供を起こし「はな

かっぱ」で身仕度、「デサインあ」で

朝ごはん。毎朝時計代わりのEテレ。

ただ「ピタゴラ」は毎回感心して

見いっちゃいます！　　（本山愛子）

家に帰ると、ひとまず缶ビールを

一口！ この一口があるとないとで、

その後の家事の進み具合が全く違い

ます！　やっぱりビールの一口目に

勝る者はありません！　（北村麻美）

一日のリセットは大切です！　お

風呂で音楽を聴きながら、ゆっくり

リラックスタイム。たっぷり汗を

かいてスッキリして、また明日頑張

ろう！　　　　　   　 （嵯峨根美幸）

夕方のエアロバイクタイム。運動は

三日坊主な私がこんなに続くなんて！

自宅で大好きな漫画アプリを見なが

らできちゃうので、気がつけば汗だ

くで8km程こいでます。（神田美穂）

帰宅後はハワイアンミュージック

をかけてフラガールに変身。癒し

のメロディとダンスでリラックス

しつつインナーマッスルを鍛えて

ます。 　　　　　　　　（平山美幸）


