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○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

2017年8月26日号 〈28Ｐ〉
〒860-8511熊本市中央区水道町8-6朝日生命熊本ビル8階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

休日在宅医は20ページに掲載

西原中
託麻西小
校区

八反田2丁目
全5区画をご案内中

熊 本 の 土 地 情 報
【
東
区
】

TEL.096-285-7007

　読者に調査した結果、健康・お金(家計・経済状況)・
美容すべての項目で、60代まで年齢が上がるにつれ
て満足度（10点満点）の平均値は右肩上がり。人生の
後半戦に向け、40代・50代・60代の読者が考えてい
ることは？　西原流コメント付きです。

人生100年 読者が考える“後半戦”

健康・美容・お金…満足度は？

健康

これから

美容

リビングくらしHOW研究所「暮らしの満足度についてのアンケート」より抜粋。
調査期間：2017年2月14日～ 28日、有効回答数：1438人（45歳以上女性）

年代別の満足度　●健康  ●お金  ●美容
10（点）

45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70以上（歳）

8

6

9

7

5

4

今まで妻・母として生きてきたが、55歳定年制としたい。子どもが
社会人になった時点で、優先順位は自分を一番に（59歳）

人前に出る仕事をしているのもあり、きれいでいたい。今の自分が
好きだし、来年はもっと好きだと思う。今、気持ち的に幸せ。自分が
幸せでないと周りを幸せにできない（69歳）

自分でできることには限界が
あるので、プロに頼ることも大
切だと思うようになった。スポ
ーツクラブに短期集中で通い
4kgの減量に成功（48歳）

頑張り過ぎない。オンとオフ
の切り替えが大事！　友達や
家族と楽しいひと時を共有し、
笑って過ごす（67歳）

一生懸命になる時代はもう過ぎた。美魔女にならなくても
いいや（笑）。年齢相応の自分がいいなと意識が変わってきた（48歳）

自分のまわりの素敵な先輩を参考にしている。年齢によって似合う
メイクも変わってくる（59歳）

仕事を始めた。長期的に自分のやりたいことを仕事にしてい
きたいので、今は金額重視ではなく、これからも長く続けて
いける仕事ができるようにと模索中（48歳）

比較検討、調べるなどの作業が年々億劫に。今のうちに、
LED電球に替える、電気・ガスの契約の見直しをするなど意
識しなくてもできる方法を取り入れ、節約しようと思う（58歳）

自分に合う医者と
素晴らしい先輩・友人を

持つべし

保湿と紫外線対策が重要。おばさんバイザーと手袋を！

人生の“ハッピーアワー”。半額で飲めるビールは最高

趣味代は自分で稼ごう。
働くと若返るし
ダイエットにも

データ編

お金

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


