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ご挨拶

皆様　明けましておめでとうございます

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられた皆様に

心よりお見舞い申し上げます。１日も早い収束と皆様のご健康を

お祈り申し上げます。

　2020年は、新型コロナウイルスの影響もあり世の中がものすごい勢いで変わっていき

ました。当たり前が当たり前ではなくなる。今までの私たちの常識が覆される１年に

なりました。

　暮らしや経済を揺るがす危機が起きるたび、こう言われます。

　　　「ピンチをチャンスに変えよう」

しかし、実際に状況を変化させることは至難の業です。それは、今まで経験したこと

のない発想が重要になってくるからです。

　歴史を振り返ると、日本は幾度もピンチをチャンスに変えてきました。危機に直面

すると、素早く社会や組織の仕組みを変えて適応してきました。例えば、幕末に現れ

た「黒船」は来航するたびに数十発の空砲を発射し江戸は大混乱に陥りました。日本に

とって大きなピンチでしたが、これをきっかけに開国に踏み切り急速に近代化が進み

ました。第２次世界大戦では、街は焼け野原になり原爆が投下され復興も無理だと

思われましたが、日本は驚異的な回復力で1968年には世界第２位の経済大国に躍り

出ました。

　コロナ禍は悲しい出来事ですが、逆手にとることもできます。私たちが時代に合わ

せて考え方を変化させるための追い風になればと思います。

　脳科学では、「人はピンチになれば視野が狭くなる」と言われます。では、どうすれ

ば視野が広くなるのか。答えは「感謝」を多く持つことだそうです。周囲にある感謝の

対象を探すことで視野は広がり、人の幸せを考えることで脳は活性化されるそうです。

　2021年以降はこれまで以上に人と人の繋がりがとても重要になっていくと考えてい

ます。こんな世の中だからこそ、ライフプランをもう一度見つめ直し、準備していく

ことが重要だと思います。些細なことでも遠慮なくご連絡ください。一緒に考えて

いきましょう。

　私たちも常に選ばれる会社、ＦＰで居続けるためにブラッシュアップし感性を磨いて

まいります。本年もよろしくお願い申し上げます。　  　　　　　　　　　　　 感謝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   株式会社ウェイグッド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   代表取締役 古東 裕康
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　次回　

1月30日（土）  フェリエ南草津
2月11日（祝・木）明日都浜大津　

にて開催 !

　　詳細はHPを
　　ご覧ください

                                                          　　2020.7.12（日）、7.23（祝・木）開催

　今回は「日本のお金・世界お金」をテーマに南草津と大津の２会場で開催。21組の親子に参加いた

だきました。

　前半はしっかりお勉強の時間。「輸入」「輸出」「貿易」など難しい言葉の意味をお芝居やクイズを通して

学び、大人でも迷うことが多い「円高」「円安」って何？を、サイコロゲームを通して親子で体験しました。

子供より大人のほうがヒートアップする場面も（笑）。後半は、世界地図と照らし合わせながら実際に日本

以外の４か国の通貨に触れていただきました。

　イベント終了時には、「ニュース番組最後の『本日の株価は…』『本日の

為替は…』の意味がわかったよ」なんてうれしい声も聞こえてきました。

　今後も色んなバージョンでキッズマネー講座を開催予定！ 楽しみにして

いて下さい！  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （上城戸アンナ）

                                                              2020.7.29（水）、10.29（木）開催

　人生の中でいちばん成長をとげる０歳。あっという間に成長する１年だからこそ、生後６か月の

成長を記念して“最高のかわいいを記念にしよう”とママのためのイベントを開催しました。

コロナ禍でママ同士や子供の交流が難しい時期ではありましたが、たくさんご応募いただいた

中から各回限定４組で開催。

　 　当日はBaby20歳までのライフプランを作成し、家ではなかなか撮れない写真を撮影♪

  「泣いても寝てても何しててもかわいい～」の声があちこちから聞こえてきました。

子育ての悩みやこれから必要な子育て費用についてなど、ママも色んな話で

盛り上がり、笑顔と笑い声があふれていました。

　　　  生まれてきてくれてありがとう

　　　　　　ママにしてくれてありがとう

　出産、子育ての大変さもあるけど、その何倍も楽しさや喜びを改めて感じてもらえた

イベントとなりました。

　ウェイグッドでは各種セミナーの他にも様々なイベントを開催しています。

今回は生後半年の赤ちゃんとママを対象とした「ハーフバースデーパーティ」と、

親子でお金について学ぶ「キッズマネー講座」をご紹介！

いろんなイベントやっています
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若林：本日はお忙しい中、お時間を取っていただき

ありがとうございました。２年前の「お仕事復帰ママ

の会（カフェdeマネ―）」にお子様と参加されたの

が始まりでしたね。あの時お子様はまだ４カ月の

赤ちゃんでしたね！

お客様：結婚、出産をして今後の家計や子どもの

教育資金、保険を考えないといけないなと思って

いたんです。特に仕事柄、子どもの教育費の準備の

大事さを感じていたんですよね。それともう一つ、

自分と同じように働いているママ

さんのお話を聞いたり繋がりが持て

たりできたらいいなと思ったのも

参加しようと思ったきっかけです。

若林：それまではあまりお金のことを考えていな

かったとおっしゃっていましたよね。

お客様：そうなんです。なので個別相談に来る前に

まず通帳を記帳するところから始めました（笑）。

内訳も気になり家計相談もしてもらいましたね。

それをきっかけに、主人と今後の家計について話す

ようになったし、気になっていた保険や教育資金に

関しても我が家にピッタリな対策をとることが出来

て良かったです。それに、去年マイホームについて

相談していなかったら予算越えしてしまうところ

でした（笑）。

若林：来年に向けてマイホームご購入の話が進んで

いるんですよね。

お客様：そうなんです！　今は間取りなどを決めて

いるところです。自分たちの家計にあったマイホーム

の予算がわかったおかげで、ハウスメーカーさんの

選択や、必要なオプション、不要なオプションの判断

材料にもなりました。詳細が決まったら住宅ローン

について相談に来ます！　その時には火災保険や地震

保険についても教えてください。

若林：もちろんです。お待ちしております。

お客様：今までお金のことは親に相談していたの

ですが結局、答えが出なくて…。若林さんに相談し

てプロの視点から客観的なアドバイスいただけるの

がとても助かります。いつも頼りっぱなしですが、

これからもよろしくお願いします。

若林：こちらこそ今後ともよろしくお願いいたし

ます。ご家族の夢の実現に向けてお手伝い出来るよ

う頑張ります。何か不安なことがあったらいつでも

ご連絡くださいませ。お子様の成長の様子も楽しみ

に見守らせてくださいね！

vol.7

　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７回はFP若林香の大切なお客様。いつも明るく楽しく育児・仕事

をパワフルに両立されているママと２歳になったお子様にお越しいた

だきました。

　今回のお客様はライフイベントごとにお会い

しています。ライフプランやお金の悩みは年々

変化するものです。その状況に応じて、お客様の

夢の実現のサポートが出来ること

が私の喜びです。ぜひ、皆様も

近況報告とライフプランの確認

にお越しくださいね。（若林香）

京都市在住のお客様（36歳）
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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

「京都パン屋巡り」
　今回は少し趣向を変えて、京都のパン屋巡りをご案内します。

　出発は宇治。黄檗にある 「たま木亭」
　　朝10時にもかかわらず既に10人以上の行列ができている超人気店。
　　種類も豊富で、ワインにあうパンが私のお気に入り。サックサクの「クニャーネ」も美味しい！

　次は、二条城の東側 「Kurs(クルス）」
　　私のいちおしは「PAIN DE MIE（パンドミ）」重量感がありしっとり柔らか～
　　　　　　　　　「LEVAIN（ルヴァン）」もちもち感がたまらない！　
　　素敵なご主人が出迎えてくれますよ。

　最後に、一乗寺 「ぱんのちはれ」
　　お店に着くと、ちょうど「クリームパンが焼きあがりました！」の声。
　　アツアツのクリームパンはもちろん美味しいですが、フランクフルトソーセージが
　　入った「フランク」はビールと最高の組み合わせ！

　まだまだ気になるパン屋さんが京都にはたくさんあります。また近いうちに報告させていただきますね。
　京都のパン屋さんはすばらしい！！

おうばく

Kurs（クルス）さんの
「PAIN DE MIE」（上段）
「LEVAIN」（下段左）

たま木亭さんの
「クニャーネ」

　一年の計は元旦にあり！ 今年はどんな年にし

ようかなぁ…色々計画立てられている方、多い

と思います。

　計画と同時に考えておきたいのが不測のリスク。

我が家を取り巻くリスクには一体どんなものが

あるのでしょうか？

　・自動車に関するリスク
　・住まいに関するリスク
　・携行品、賠償に関するリスク
　・死亡に関するリスク
　・病気、ケガに関するリスク
　・収入減に関するリスク

ざっとこんな感じでしょうか。

　最近は保険料改定の流れで自動車保険や火災

保険の見直しがトレンドでしたが、みなさん！ 

補償の中身、ちゃんと理解されていますか？ 補償

内容が細分化されており『ごちゃごちゃしていて

よく分からん』と感じる方も多いのでは？ 

　そこでお役に立つのがリスクマップ表。我が家

を取り巻くリスクの全体像と、現状の備えを　

「見える化」しましょう。我が家には何が必要で

何が不要なのか？ いつでもすぐに確認できます。

補償のモレやダブりも見えてくるので、余分な保

険料をカットできるかも♪

　備えておきたいリスクに合わせた最適補償！ 

ライフプラン表と併せて、リスクマップ表も是非

作成してみてください。もちろん、ウェイグッド

でお手伝いさせていただきます !(^^)!　  （速見淳）

損害保険
備えあっても憂いあり︖ 我が家の保険の全体像
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オヤコdeつくってみよう♪

余ったお餅で♪チョコもち

お正月に余りがちな切り餅が、かわいいチョコもち

に大変身！

　材料

　★板チョコ １枚 (50g)

　★切り餅 　２個

　★砂糖 　　大さじ１

　★牛乳 　　70ml

　片栗粉 　　小さじ１

　ココアパウダー 　適量

　作り方

　(1) 切り餅とチョコを小さく切る。

　(2)★を大きめの耐熱容器（小さいと溢れます　 ）

　　 に入れ、ふんわりとラップし、レンジ600w で

　　 1 分 30 秒加熱する。

　(3) 取り出して軽く混ぜ、再び600wで 1 分 30 秒

　　 加熱し、片栗粉を加え、今度は均一になるまで

　　しっかり混ぜる。

　(4) ラップにココアを広げて (3) をのせ、上にも

　　 ココアをまぶす。

　(5) ラップで包んで、冷蔵庫で１時間冷やし、

　　 一口サイズに切る。

　コツ・ポイント

 　・固くなったら、レンジに10秒ほどかけると

　柔らかさが戻ります。

 　・お子さんと混ぜる際は、熱くなった容器に　

　十分注意してください。　　　　　 （本山愛子）※ 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。

京都洋食 ムッシュいとう
京都市中京区三条通河原町東入ル中島町74  ザ ロイヤルパークホテル京都三条 B1F
TEL：075-241-1144

　弊社京都オフィスから東へ徒歩10分、三条河原町にある、創業60年を迎える

円居グループさんのお店「京都洋食 ムッシュいとう」をご紹介します。

　お店の名前からフレンチなお店を想像させますが、どっこいジャンルにとら

われない多国籍な洋風居酒屋。ディナーのメニューは一品500円から1,800円

までの６段階に分かれていて、選んでいるうちにあっと

いう間に異国の世界へ誘われます。ドリンクも豊富で、

日本酒を使ったカクテルやスパイシーなハイボール

など、ここでしか飲めないものがたくさん。

　長年培われた洋食の技術をふんだんにつぎ込まれた

料理はまさに「京都洋食の集大成」。ソース作りにじっくり

1週間かける煮込みハンバーグをはじめこだわりの料理

の数々。味の深みは逸品、口に運ぶたびロビンフッドよろ

しくハートをズギューンと射抜かれてしまいます。

　〆の一品には是非ふわとろ卵のオムライスを。「うーん♪

これこれ、この味！ 美味しい！」別腹でいただけますよ。

今回もご馳走さまでした！　　　　　　　　   （情野剛）

まどい

ワインの品揃えも自慢です！
と伊藤英彰社長

フォワグラステーキボウルが
なんと1,200円で！

　令和２年度税制改正で2024年NISA制度が改正されることが
決まりました。主な改正点は以下の通りです。

①口座開設可能期間の延長
　一般NISA　   ： 2023年→2028年（５年延長）
　つみたてNISA：2037年→2042年（５年延長）

②一般NISAが２階建ての新NISA制度へ
　１階部分は、限度額が年間20万円、投資対象商品は現在のつみたてNISAと同様。
　５年の非課税期間終了後はつみたてNISAへの移管が可能。
　２階部分は、限度額が年間102万円、投資対象商品は上場株式・公募株式投資信託等（一部対象外
となるものあり）。原則として１階部分の積立を実施している場合に２階部分の非課税枠の利用
が可能になる。  ※すでに一般NISAで運用している場合は、１階部分なしで２階部分の運用が可能になる予定。

③ジュニアNISA終了
　2023年までで延長なし。終了後は全額を非課税で引き出し可能。

　今回の改正について国は、人生100年時代にふさわしい家計の安定的な資産形成を支援してい
く観点から見直しを実施するとしています。長生きがリスクとならない資金準備を今一度考え、
NISAを上手に活用していきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （田中裕子）

NISA制度改正

NISA制度改正についての詳細は…　　金融庁　NISA改正
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▲ 住所変更のお手続き、コンサル希望のご連絡
　などはこちらから

【お知らせ】
スマイル通信の発行が年４回から３回に変更になります。
次回は５月のお届け予定です。

STAFF ROOM やめられない癖って？

考え事で悩みが深まると無意識に左

の眉毛をつまんで引っ張っているよ

うです。よく見ると左右に違いがで

てきました。気を付けないと左だけ

どんどん薄くなるかも。（古東裕康）

朝の始まりは肌着から全て着替え、

時には朝シャワーも浴びスイッチを

入れる。結果、誰よりも洗濯物を増や

してしまう。いつも洗ってくれてい

る家族にお詫びと感謝！ （堀内祐希）

歯ごたえの良い物（例えばキュウリ）

を食べる時、無意識に口が空いて

いて「カリカリ」とした音を聞きな

がら食べてしまいます。57歳、行儀

悪いですね。　　　　　 （水口一弘）

真剣に物事を考えるときについつい

してしまう癖が「腕組み」。寝ている

ときにもいつもしていることに気づ

きました。何故かいい夢を見れてい

るのはこの癖のお陰かな。（情野剛）

赤ちゃんの頃からいつも左向きで寝

ていたらしい私。最近、朝目覚める

と左肩が痛い！なんてことが続き、

治したいのですが、長年の癖はなか

なか手強いようで…。（井上ゆかり）

物心ついた頃から葱が大好きです。

お味噌汁、納豆、麺類にたくさんの

青葱をトッピング。鍋には安土信長葱。

子供にも遺伝したようで、冷蔵庫に

葱は欠かせません。　　 （石原敦子）

すぐに足を組んでしまう事。姿勢に

も骨盤にも宜しくないのは分かって

いても…。その曲がった身体を改善

する良い癖（毎日ヨガ）にチャレンジ

しようかと目論見中♪（若林ます江）

「上」や「必」などの漢字の書き順。

子供たちの宿題を見ながら、あれ？

昔と違う！と思うことがしばしば。

子供の頃に身に着けた事は40代では

中々直りません（笑）。（仁賀みさ子）

うがいの時に声が出ます。友人に

指摘されるまで気にしていません

でしたが、周囲は確かにガラガラ音

だけ。「あー」と声を出した方がスッ

キリする“気”がする！　（金田三鈴）

夜空を見上げること。星だけではな

くいろいろな人工衛星を見ることが

出来るのでアプリを夜空にかざし、

あれはスターリンク衛星だな！とか

言っています（笑）。　　　（若林香）

トイレ（自宅）に色々持ち込んでしま

う癖があります。長期戦になっても

安心！ということで本やスマホ以外

に爪切りや耳かきなんかも。専用の

棚でも作ろうかな…。　　（速見淳）

車のナンバーの語呂合わせ！ 

11－29＝良い肉（簡単）。では問題！ 

18－18＝？→いやいや、まさかの

和葉、和葉（名前）です。って、分かる

か－い！（突っ込み）　　（出水和葉）

飴を食べて小さくなったらカリカリっ

と噛んでしまうこと。 溶け切るまで

口の中にあったことはないかも。 喉

ケアに一粒口に放り込んだ最後は噛

む音を楽しんでいます。   （辻川雅美）

私の首を触るのが癖の次男。遊んでい

る途中でも時折やってきては首を触っ

てきます。１歳頃から始まりもう５年、

毎日触られ続けています。いつになっ

たらやめてくれるかな～。（田中裕子）

集中しているときや考え事をしてい

るとき、スポーツ観戦で手に汗にぎ

る場面で、左手薬指の爪をむしって

しまいます。おかげで爪は通常の1/4

ぐらいしかありません。    （岩城輝和）

基本匂いフェチです。なんでも匂い

を嗅いでしまう癖があります。唯一

やめられない癖はピアスの穴を触っ

た指をついつい匂ってしまいます。

しかも何回も（笑）。　　（清水佳代）

“氷を食べる”癖がなおりません。

朝起きてから寝るまでの間、とに

かくボリボリ氷を食べています。

もちろん寒い冬でもです（笑）。貧血

だからかなぁ～。　（上城戸アンナ）

私の癖は、ついつい言葉の語尾に「～

やし」と付けてしまう所！ あまりにも

無意識に言ってしまうので、ついた

あだ名は「やしこさん」。このあだ名、

気に入ってます（笑）。　（野崎泰子）

朝起きるとまず４歳娘の足のにおい

を嗅ぐ。夏場はおかきを連想させる、

ほんのり醤油の香りがします。６歳

になる頃にはやめないと怒られる

かなぁ…。　　　　　 （中川あゆ美）

自分の癖というのは自分ではよくわ

かりません。何となく自覚してるこ

と、良くも悪くもおめでた気質。色々

悩む前に眠くなる癖。何とかなる、

大丈夫だ～zzzz　　　　　 （関章子）

仕事の合間のストレッチで腰や背中

をポキポキ鳴らすこと。あまり体に

良くないと知りつつも、長年の習慣

か体を伸ばすと自然と気持ちいい

音が鳴ってしまいます。（本山愛子）

普段から歩くスピードが速いのです

が、スーパー等でゆっくり進む人混み

を見ると、ついカートで隙間をすり

抜け前へ出たくなります。なので夫

はいつも置き去りです。   （稲場敏子）

主人と娘が爪をいじる癖があります。

何度もやめてねとお願いしますが

中々やめられない２人。最近は２人

が爪をいじってないかチェックする

のが私の癖になりました。（北村麻美）

考え事をすると、独り言が多くなる

事です。ボソボソではなく結構はっ

きりな独り言なので、周囲は話しかけ

られているのかと勘違いすることも。

でもやめられない！　（嵯峨根美幸）

うつ伏せで寝てしまうこと。寝違え

ることも多々あり、改善のため仰向

けで眠りにつくも目覚めるとうつ伏

せ状態に。心地よく眠れる体勢の

ようです。　　　　　　 （平山美幸）


