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 皆さまへ

　新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い収束と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

　皆さん、こんにちは。

　昨年末に発生した新型コロナウイルス。徐々に事態の深刻さが伝わり、日本でも４月16日に

緊急事態宣言が発動されました。全国的に外出自粛生活が続き、５月21日に全国で非常事態

宣言が解除されるまで様々な新しい生活スタイル、業務スタイルが生まれました。この数ヶ月で

私たちの生活は一気に様変わりしたのです。

　自粛が解除されれば、私たちの仕事にも従来通りの日常が戻り、今までと同様にお客様と直に

向き合っての面談が中心の営業活動に戻るのか…。明確な答えはわかりませんが、手紙が

メールに、メールが SNSにと伝達手段が変わったように、人は一度便利で使いやすく、効率

的と感じたことはそう簡単に手放せないのではないでしょうか。手探りではありますが、

弊社でも４月からWEBにて会議・ミーティング・勉強会などを開催しました。移動時間が無く

なる分、新たな時間を確保できるなど、WEBを利用する利点が多く出てきました。逆に、

リアルな面談や大事な人から届く手書きのメッセージに対する感動がより一層強くなったと

いう一面も否定できません。

　アフターコロナ時代には「新しい生活様式」が求められています。ソーシャルディスタンス

を保ちながらコミュニケーションを図ることができる「オンライン」は日常になりつつあり、

私たち保険業界でも面談の選択肢として定着が始まっています。今後、より新たな価値観や

文化が生まれてくると思いますが、弊社も時代に即した進化を続けていきたいと思います。

　

　今は誰もが苦境を迎えていますがポジティブ思考を持ち、互いに

支え合いこの状況を乗り越えていければと思います。

　「あしたをつくろう！」これは、ウェイグッドのキャッチコピーです。

世界中の人々が幸せになるために、みんなで明るい未来をイメージ

していきましょう。願えば叶う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ウェイグッド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　古東　裕康
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眼鏡が似合うご主人様。奥様とお子様は恥ずかしがり屋さんです。

仁賀：出会いは約４年前、新婚セミナーがきっかけ

でしたね。

奥様：はい。セミナーに参加した後、当時結婚前の

夫と今後の家計費について相談し合ったのですが、

やはりプロの目線が欲しいよねと、２人揃ってお伺い

したのが始まりです。

ご主人様：当時は結婚後の生計しか考えていなかっ

たのですが、家族は何人で、何歳まで生きるのか、

将来のことまでライフプランを見える化していただ

きました。

奥様：大きなお金がこういう理由でこのくらい必要

になりますよ！と、具体的に示してもらうことで、

一気にお金に対して現実味が沸いたというか、お金

のことって今だけじゃなく、もっと長いスパンで見

なきゃダメなんだなぁと、途方もない気持ちになっ

たのを覚えています（笑）。

仁賀さんにお世話になりはや数年、結婚に始まり気

づけば妊娠、出産、住宅購入と、人生の節目に必ず

お伺いしているような…（笑）。出産の報告をメール

でお送りした時、我がことのように喜んでくださって、

こちらもとっても嬉しくなりました。

仁賀：大切なお客様の未来のライフプランが少し

ずつ現実になられていくというご報告はとっても

嬉しいです！

奥様：火災保険の相談の際は、初めて家族３人でお

伺いしましたね。私が産後間もない頃でいっぱい

いっぱいになっていたところ、先輩ママとして色々

なアドバイスをいただいたり励ましていただいたり

して、とても心が軽くなりました。

仁賀：ありがとうございます。お子さんが生まれて

初めてのことばかりだと不安も多いですよね。お金

のお悩み以外でも少しでもお力になれることがあれ

ばお手伝いさせていただきます♪

ご主人様：今では、大きな節目が訪れる度に先ずは

お話を聞いてもらおう！というのがすっかり夫婦の

認識になりました。娘がもう少し大きくなったら

色々なイベントにも参加したいと思います。仁賀さ

んとは長いお付き合いになりそうです。これからも

是非よろしくお願いします。

仁賀：こちらこそ！ また何か不安に思われることが

あればいつでもご相談にお越しください！ お子さん

と一緒にパパとママも是非いろいろなイベントに

ご参加くださいね♪  お待ちしております！

vol.6

　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６回は FP仁賀みさ子のお客様です。いつも

ニコニコ笑顔いっぱいの仲良しご家族にお話を

伺いました。
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　２月から３月にかけて大きく下落した世界株式。世界のマーケットの約半分を占めるアメリカの株式の

値動きを示すNYダウは、２月12日の最高値から見ると３月23日までに37%下落しました。しかし、その

後は上昇に転じて６月25日現在は24％戻し、徐々に落ち着きを取り戻しているように思えます。

　

　このコロナ禍でNISAを始めた人が増え、オンライン証券の口座開設数は若年層を中心に３月に過去最高

水準になったとのこと。株価の下落が資産運用をためらわせるのではなく、チャンスととらえた若年層が

多くいることは心強く感じます。ただ、短い期間で大きく下げた後の上昇であったことや、新型コロナ

ウイルスが収束したとは言えない状況下であるため、株式投信に取り組まれているお客様から「今、売却

したほうがよいの？　逆に買い付けのタイミングなの？」という売買のタイミングについてご質問をいた

だくことがあります。せっかく始めた資産運用、ぜひ長期間続けて資産形成へとつなげていただきたいです。

　今回のように、この先も長い運用期間のなかで大きな値動きを見せるタイミングは当然ありますが、

大切なのは、マーケットに居続けることです。

　「高く売って上がる前に買い戻すことができれば」とタイミングを計る方も少なくないようですが、次の

２つの理由からタイミング売買はお勧めしません。

　①「安く買って高く売る」という投資タイミングを当てることは困難

　　例えば世界株式※が直近の安値となった３月23日は、様々な国で外出制限など非常事態宣言が発表
　　されたころ。多くの市場参加者が投資を決断することは容易でなかったはずです。

　②大きく上昇する日を逃すとリターンに大きな影響が出る

　　世界株式※は約20年でおよそ1.4倍と大きなリターンを生み出していますが、上昇率が大きかった
　　上位10日のタイミングを逃したと仮定して試算するとリターンに大きな差が生まれてしまいます。

　※参考指数：MSCIワールド指数（配当込、米ドルベース）
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※信頼できると判断した情報を元にウェイグッドが作成

マーケットに居続けることの大切さ
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金融商品仲介業者の商号：株式会社ウェイグッド 
登録番号：近畿財務局長（金仲）第210号 
所属金融商品取引業者：ＰＷＭ日本証券株式会社
登録番号：関東財務局長（金商）第50号　
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
※投資信託の場合は、商品毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費を負担していただく場合があります。
　また商品毎に価格変動等による元本が欠損する恐れがありますので、契約締結前交付書面、目論見書をお読みください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認番号 :  200717-5

大切なのは、マーケットに居続けること。なぜなら「経済は右肩あがり」だから

　私たちの暮らしをもっと豊かにしたい、そう考える様々な企業は新たな製品やサービスを産み出す努力

を重ねています。その企業活動の集積が経済です。現在世界の人口は過去に経験のない速度で増加が予想

されています。人口が増加すれば必要とされる製品やサービスも増えます。経済は右肩上がりとある意味

楽観できるのです。企業努力は売上や利益として現れ、株価に反映されます。世界の経済成長と世界の

株価は長期で見ると面白いほどリンクしていたことがわかります。今後コロナ・ショックの影響が経済に

どの程度の影響を及ぼすのか見えない部分ではありますが、第２次情報通信革命ともされる現在、企業の

成長の加速は想像にかたくありません。

 

　資産運用の基本は長期投資、分散投資、積立投資。経済の成長に信頼を寄せて投資し、経済活動から

生まれる企業価値を獲得するための長期投資、投資先を偏ることなく幅広く投資することで投資機会を

逃がさないための分散投資、「安いときにたくさんの口数を買って高い時には少しの口数を買う」積立投資

戦略をとることが資産運用を継続するための基本です。

　大切なのは大きな流れを見ながら将来にむけて資産運用を継続すること、マーケットに居続けること

なのだとウェイグッドでは考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井上ゆかり）

株式指数は 年末を として ワールド指数（配当込、ドルベース）データ出所︓ データエービック
（国内総生産）は より（ 年以降は推定値）

※ＰＷＭ日本証券が作成
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2020年10月以降
　　火災保険料が引き上げられます !!

ウェイグッド損保コンサルティング部
TEL：0120-027-456

2020年10月以降、大手損害保険会社の火災保険料が引き上げられることになりました。

　近年、台風やゲリラ豪雨など自然災害が頻発しているだけでなく、被害額も過去に比べて
　大きくなっており、今後も頻発化、激甚化していくことが予想される。

　日本損害保険協会の調査によると2018年度の保険金支払額は約1.6兆円で過去最高。
　2019年も台風15号、19号等の発生により２年連続で保険金支払額が１兆円を超える見込み。

以上のような状況から

支払い保険金が急激に増加してきていることにより、2020年10月からはAIG損害保険株式会社が
個人向け火災保険の料率を改定し関西圏は概ね15%程保険料が値上げされる予定。他の保険会社
も来年１月に同様の値上げをすると発表しました。

　そもそも火災保険は住宅や家財が火事や水害などの災害に見舞われて損壊してしまったとき
に生活地盤の再建に向けて再取得するための費用を補償するものなので、値上げされるからと
いって、災害リスクが高まるなか、解約するわけにはいきません。

今できる対策はある？

▢ハザードマップなどを見て自宅がさらされているリスクを確認
　→特に水災補償の確認は大切　

▢保険契約期間と保険料の支払い方法で節約を検討
　→保険期間は１～10年の間で設定でき、保険期間に応じて保険料の割引は大きくなる傾向が
　　あるため「長期契約」、「一括払い」を利用

▢値上がりの前に切り替える
　→契約更新時期の前であっても、切り替えによって今後10年の保険料値上がりを回避する
　　ことも検討

　年々増加する自然災害に対して、ご加入の火災保険内容を再度確認しましょう。そして、
ご希望通りの補償がカバーされているか、値上がり前の今のうちにできる対策はないか？など
担当コンサルタントまでご相談ください。まずは、ご自宅の火災保険証券をお手元に準備して
ご連絡ください。  （情野剛）

※一般社団法人日本損害保険協会調べ
　（2018年3月末時点、2018年度発生災害は、2019年3月11日現在の支払見込み額を含む）

※
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オヤコdeつくってみよう♪

ふる ふる～なわらびもち

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」。

残暑にぴったりな、みずみずしい口当たりのおやつです。

★ 材料（２～３人分）

　 わらび餅粉 50ｇ

　 砂糖　　　 25ｇ

　 水 　  　  250ｇ

　 きな粉・黒みつ　適量

★ 作り方

　(1) わらび餅粉・砂糖・水を鍋に入れて溶かす。

　(2) 中火にかけて木べらで混ぜ、透き通ってきたら
　　　弱火にして混ぜ続ける。

　(3) 透明になってから２分ほど混ぜ、火からおろす。

　(4) 温かいうちにスプーンですくって、氷水に
　　　落としていく。

　(5) しっかり冷えたら完成。水を切って器に盛り、
　　   お好みできな粉や黒みつをかける。

★コツ・ポイント

 ・スプーンですくう作業はお子様とどうぞ。

 ・出来立てが一番美味しい♪  
　食べきれる量で作りましょう。（本山愛子）

　京都は行きかう通りが碁盤の目になっているとってもわかりやすい都市。

　今回は御池通富小路にある「料理旅館・天ぷら 吉川」さんをご紹介します。

街中とは思えない別空間の佇まい。ゆったりと落ち着いたお座敷や天ぷらカ

ウンターで会席やコース料理がいただけます。まずは、お昼の天ぷらカウン

ターをご利用してみては？（予約制です）

　板前さんが目の前で天ぷらを揚げてくれる天ぷらカウンターは、1964年東京

オリンピックの年に茶室を改装して造られたそ

うです。「からり、さっくり」とカウンター裏で

誰かが声を上げているんじゃないかと思うくらい

のいい音がする吉川さんの魔法の天ぷら。私の

妻も息子も大好物。コースの締めは天ぷら丼と

天ぷら茶漬けから選べます。私は丼派かな。

　秋の京都を堪能するなら、風情ある建物で

贅沢な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？ 

　　　　　　　　　　　　　　　　  　（情野剛）

料理旅館・天ぷら 吉川
京都市中京区富小路通り御池下ル
TEL：075-221-5544
※ 吉川 は新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたガイドライン（指針）を遵守しています。

「海の京都」
　新型コロナの影響で、私自身も大好きな旅行になかなか行けない日々が続いています。

「そろそろ旅行に行きたい。でもJRや観光バスの旅はまだちょっと心配…」

という方、「海の京都・伊根の旅」はいかがでしょうか？

　京都市内から車で約２時間の移動で別世界、「伊根の舟屋」の街並みを

感じることができます。日本酒好きの方なら「日本で一番海に近い酒蔵」

と言われる「向井酒造」の古代米でつくられる「伊根満開」がおすすめ！

また、１泊して温泉に入り地の魚を堪能するなら奥伊根温泉「油屋」は

いかがでしょう？  平日３名以上であれば１泊２食12,000円（税別）から。

　ご予約、お問い合わせは弊社まで。  ☎ 0120-499-001

まずはお名前、連絡先のお電話番号をお知らせください。私の旅行会社

時代の同期である西村さん（現在は毎日新聞旅行）より、折り返し詳細等

お電話させていただきます。
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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 外出自粛中の
　　意外な「よかった！」

４月から３人の子供達も全員社会人

に！ テレワークのお陰で子供達の

仕事ぶりを見ることができ、何年振

り？ 週末に家族５人が揃い、庭で

バーベキューをしました。 （古東裕康）

８年前に購入した任天堂Wii。数回

遊んだ以降眠っていたWii。月日が

経ち、息子を囲んで家族が一緒に遊

ぶアイテムとして大活躍！  ８年間

待ってくれてありがとう。 （堀内祐希）

外ではほぼ「コーヒー」ですが、家で

の仕事の合間に「日本茶」を飲む機会

が増え、特に「新茶」の美味しさ、奥

深さを感じることができ、「日本茶」

に感謝です。　　　　　（水口一弘）

妻と息子の３人で過ごす時間が当たり

前の毎日に。テレワークやリモート

など仕事以外では PCやスマホはほ

ぼ触らず、まるで昭和に戻った生活

に心地良さを感じました。  （情野剛）

最新機器に疎い私がAmazonFireTV

スティックを購入。スマホで見ていた

映画や動画を大画面に投影。子供達

が好きなYouTube番組を一緒に見て

各々の嗜好性を新発見。（井上ゆかり）

長女の料理修行のために始めた食材

宅配。長男・次女も手伝うようにな

り、料理の腕がメキメキと上達。家

に帰ると夕食ができている！ こん

な日が来るなんて！！　  （石原敦子）

母の日と誕生日がダブルで訪れ、送

られてきた『ハンディ扇風機』。それ

を肩から掛け、自撮りした画像を送り

返したら孫に大受け！  直接電話し

てきてくれました♪    （若林ます江）

めったに全員揃わない晩御飯。自粛

中は毎日家族５人揃って食べること

が出来ました。わいわいガヤガヤ大

笑い。みんなこんなに話すの好き

だったんだ（笑）。　　  （仁賀みさ子）

自粛期間と同時にやってきたマン

ション大規模修繕の準備期間。思いの

外力仕事もありましたが、中学生の

息子が立派な男手になっていた事に

驚きと感謝で感無量（笑）。（金田三鈴）

ここ何年か自分の体が硬くなってい

くのを感じていましたが、これを機

にオンラインヨガを毎朝受講。姿勢

が良くなり柔軟性が高まってきた気

がします。 　　　　　　　 （若林香）

仁～JIN～というドラマに巡り合え

たことです。自粛中に動画を観て、

一気にハマりました。知らない方

にはホントお勧めのドラマです♪

『十八番…薬効ありっ！！』  （速見淳）

上記の速見よりリレー！　我が家も

仁～JIN～という江戸時代へのタイ

ムスリップ医療ドラマにハマりまし

た。長男の口癖が「宿題するであり

んす」に！　　　　　  　（出水和葉）

普段から運動していませんが、一層

の体力低下に危機を感じスクワット

や腹筋をするように。おかげで筋肉量

アップ。間食も増えたので余計なも

のも増えましたが…。 　 （辻川雅美）

とにかく家が片付いたことです！ 便利

な収納グッズを見つけては、ポチポ

チして家の気になるところを整理整

頓。念願のスマートライフを手に入

れることができました。   （田中裕子）

実家の掃除。父親１人の実家には年に

数回しか寄らないので、汚れていても

掃除することなく帰っていました。

テレワーク中は毎日が大掃除、すっ

きり綺麗になりました。  （岩城輝和）

遠方でなかなか参加できないセミ

ナーにオンラインで参加することが

できました。ステキな方々とお話し

する機会が増え、人見知りがなくな

りました！ 多分（笑）。 　（清水佳代）

炊飯器を使った料理を試してみま

した。豚の角煮に自家製ハム、ロー

ストビーフなど、スイッチを押すだ

けで簡単だし、後かたづけも楽チ

ンです。　　　　  　（上城戸アンナ）

好きなミュージカル映画のサウンド

トラックをたくさん聴けました！　

特にオススメは『ラ・ラ・ランド』！

軽快な音楽でウキウキ☆ 家事も在宅

仕事もはかどりました！ （野崎泰子）

外食できないのでおうちレストラン。

キャンドルを灯しBGMはJazz。蝶ネク

タイ姿の５歳のウエイターが「こちら

ライスです。空いたお皿おさげしま

す。」と運んでくれます。（中川あゆ美）

運動不足を懸念しましたが、逆に

ウォーキング・筋トレが日常化。普段

がむしろ運動不足でした。お籠りも

苦にならず、実はオタク気質だった

のです。時間は資産でした。（関章子）

米粉パン作りにハマりました。膨

らまない・固すぎる・中が生焼け…

などの失敗を乗り越え、今ではモチ

ふわ～の美味しい米粉パンが焼ける

ようになりました！　　 （本山愛子）

定年退職後、主夫に徹している夫に

我家の味を伝授。メニューもどんど

ん増え、料理に目覚めた夫の手料理

を娘と毎日いただいています。なか

なかの出来栄えです！ 　（稲場敏子）

４歳の娘と家族３人で頭脳合戦！  神

経衰弱や「カタミノ」パズルでひたす

ら脳を動かし続けました。出来た！！

勝った！！ のアドレナリンがすごく

出た自粛期間でした。 　 （北村麻美）

子供の作品整理。幼稚園・学校から

持ち帰る作品達。いつかいつかと

長年放置。この期間に思い切って

整理を決行！　写メを撮りアプリで

整理してスッキリ！ 　（嵯峨根美幸）

凝り固まった体を柔らかくしたいと

ストレッチを日課にしていました！

一進一退の連続ですが、体ってまだ

まだ変わるんだ～と実感しています。

　　　　　　　　　 　　（平山美幸）

映画、ドラマなどをたくさん見ました。

家で何をしたらいいかわからず、とり

あえず一つ見始めると次々気になっ

て…。そういえば映画が好きだった

こと思い出しました。　 （永本文子）


