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土曜日

Ｔさんの家計簿（福岡県在住）

２人目希望。毎月ギリギリの生活を見直すには？

昨年 月に息子が生
まれ、生活を見直し、
貯蓄をしたいのですが
毎月ギリギリです。
赤字を穴埋めする共
同預金がなく家計が回
りません。冠婚葬祭や
車検などで大金が必要
になったときの資金繰
りに苦労します。
結婚して３年、夫婦
の共同預金は底をつき
ましたが、子ども貯金
には手を付けたくあり
ません。今まで賞与の
ない会社で働いていた
夫が転職したばかり
で、ボーナスは見込み
額です。子どもは２人
目を考えており、長男
の小学校入学前に自家
用車の買い替えと現在
の賃貸から住み替えを
考えています。
現在無職で、私の就
職は早くても長男が幼
稚園に入って生活リズ
ムが安定してからの予
定ですが、保育園に入
れてすぐにでも働いた
方がいいでしょうか？
必要な物以外出費が
ないよう夫婦で気を付
けていますが、被服費
や家族で出かける予算
まで手が回りません。

夫26歳
（会社員）
、
妻31歳
（専業主婦）
、
長男６カ月

家計簿を拝見すると、ボーナスか
ら年 万円強の貯蓄ができそう。毎
月の貯蓄（保険含む）と合わせ、年
万円貯められます。でもボーナスは
見込みとか。昨今の経済混迷の影響
もあるので厳しめに考えましょう。
まず年払い保険の見直しを。火災
保険、自動車保険の内容を精査し、
他の保険や共済の商品で保険料が下
げられないか、検討してください。
クレジットカードも年会費無料の
ものに変更したいところです。家賃
と夫の交際費、突発的な支出を除き
１枚のカードに支払いを集中してい
て、ポイントも魅力だし、変更は面
倒、と反論されそうです。
貯まるポイントは年会費の７割程
度とか。年３０００円を家計管理料
と割り切るのも一つの判断ですが、
家計が窮地に陥ったら変更すべきで
しょう。
お悩みは、月末にお金が足りなく
なった場合にどうするか、ですね。
絶対避けるべきはカードキャッシン
グ。手軽ですが、金利が高い、癖にな
りやすいなど落とし穴があります。
子ども貯金に手を付けたくないな
ら、あなたの定期預金から融通する
しかありません。それも避けたいな
ら、子ども関連費の削減や貯蓄代わ
りの保険の見直しに着手しましょ
う。夫の保険は、外貨建て特有のリ
スクや保障についての認識がほとん
どなく、学資や老後資金になるとの
薦めに従った点が問題です。
共働きの開始時期は、車の買い替
えや住み替えの実現時期と合わせ
て、夫とよく話し合いましょう。

年払い保険を見直し、
子ども関連費の削減を
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■収
夫
児童手当
計
■支

入

190,000円
15,000円
205,000円

出

家賃（駐車場代含む）
63,000円
食費
20,000円
水道光熱費
18,600円
携帯電話代（2台）
9,600円
通信費（インターネットなど）4,400円
日用品費・ガソリン代
8,000円
医療費
3,000円
交際費
5,000円
子ども関連費
15,500円
医療保険
11,400円
夫・ドル建て保険
11,000円
妻・積立型保険
5,000円
子ども貯金
15,000円
合計
189,500円
黒字
15,500円

4万8000円

最近医療保険では「が

ん」と診断されたら、そ

の後の保険料が免除され

る 商 品 が 各 社 か ら 発 売。

税制優遇、保障内容⋮保

険は時代とともに変化し

保険と比べてみませんか？

ていきます。今加入中の

同社では専門知識をも

ったスタッフが最適な保

険をアドバイス。土日祝

今こそ医療保険の見直し！
募集代理店

（株）
インシュアランス・クリエイト

●お客さんに応じたベストな
保険商品の組み合わせを提案
●相談は無料。無理な勧誘は
一切ありません！

至東バイパス

〔南区江越1-1-5-1階〕

店内にはキッズスペースも完備されています

マヌカ×プロポリスの新作
杉養蜂園

ニュージーランド政府が定めた品質基準
最高ランクのモノフローラル・マヌカハニー

熊本から全国に名をは

せる杉養蜂園から新商品

です！

ハチミツの中でも、世

界的に注目されるスーパ

ーフード「マヌカ蜜」と、

ミツバチが作る“防御壁”

プロポリスがひとつにな

防守成分たっぷりのマ

りました。

ヌカの撃退パワーは、一

般的なハチミツを格段に

上回るのだとか。プロポ

リスは花粉シーズンのケ

NEW！「プロポリス入りニュージーランド産マヌカ蜜」
ＱＲから
ネット注文

☎096(384)7170
営／11:00～15:00(14:30os)、
17:00～22:00（21:30os)、
不定休、
Ｐ15台～
住／東区月出２-２-６９
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180万円
16万円
3万3000円

●専門スタッフが様々な保険
の仕組みを分かりやすく説明

サンリブ
●くまなん

インシュアランス ●
・クリエイトくまなん本店

の健康維持に活用を。

● ゆめマート

至県立大

●●

■貯蓄残高
妻・定期預金
妻・積立型保険
夫・ドル建て保険
( 円換算）
子ども貯 金

同社の特徴

白山通り

キタムラ ●

アにも◎。今こそ、毎日

月出店

●

●

ピザポケット

●
早稲田
スクール

帯山中

●

ヤマダ
電機 ●

味千拉麺

高野病院
東バイパス

「味千」月出店が３月16日オープン！
ひろびろとした店内で、なんとラーメン
店には珍しい半個室も完備。カウンター
席は間隔が広く、周りを気にせず食事が
できます。今なら「パイクー麺」通常950
円（税込）が850円（税込）に（５月21日ま
で）。さらに、５月末まで「リビングを見
た」で会計より一人100円引き（※１）。

国体道路

肥後銀行
三郎支店

味千拉麺 月出店

画 像 は ポ ス タ ー ※ １ そ の ほ か ク ー ポ ン・ キ ャ ン
ペーンとの併用不可、 日の味千感謝デーは除く

半個室でゆったり食事
５月末まで100円引き！

TSUTAYA ●

平成大通り

0120・157・708

も営業、いつでも気軽に

0120・035・117

無料相談ＯＫです。

●光の森店（本館2階）

営業／午前９時～午後６

0120・020・400

モスバーガー ●
国道３号線

保険の無料相談会

●はません店（本館2階）

検索 ←

「ゆめあんしんプラザ」はません
店のスタッフさん

ゆめあんしんプラザ

期間中毎日３回開催（３店同時） ●八代店（本館2階）
予約は電話で！

NEW
OPEN

保険プラザ（株）プロテック

[ 支 出 ］
8万円
車検（2 年に1 回）
3万5000円
自動車税
5万1960円
年払い保険
（火災保険・自動車保険）
1万円
カード年会費
1万円
賃貸契約継続料

このコーナーはリビングふくおか、
リビング北九州、
リビング熊本、
リビングかごしまで作っています。

時、予約優先、Ｐあり

募集代理店

０１２０・１９８・４６６

保険を見直したいけれ

ど、普段は忙しくて⋮と

いう人。同店ならＧＷ中

①12:00 ～ ②14:00 ～
③16:00 ～ ※要予約

も営業。最新情報をもと

●４/22（水）～５/２（土）

に、最適なプランを提案

アドバイスに納得すれ

ゆめタウン内各店で実施！

してくれますよ。

ばその場で契約できます

が、 無 理 な 契 約 は 不 要。

まずは下記日程の無料相

談会へ。要予約。

※スタッフはマスク着

時～午後６時

用、手洗い、アルコール

営業／午前

除菌を徹底して対応
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GWには保険の見直しを

40万円

高橋 伸子
生活経済ジャーナリスト。金融審議会、国民生活審議会などで委員を数
多く務める

59
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■特別収支（年間）
[ 収 入 ］
夫ボーナス

・200ｇ瓶／通常4428円（会員4212円）※税込
・500ｇ瓶／通常1万44円（会員9720円）

【市内販売店】水前寺店・SUBACO
HONEY SHOP・熊本駅肥後よか
モン市場店・鶴屋百貨店・サクラマ 10120・354・038
チ クマモト店
杉養蜂園（北区貢町571-15）

爪のトラブル
働く女性が気になる症状や疾患について分かりや
すく解説。今回は爪のトラブルをひもときます。

健康な爪・不健康な爪の
見分け方は？
一般的に、ピンク色、ツヤがある、やわら
かな触り心地、適度なカーブであることが、
健康的な爪とされています。一方、不健康な
爪は、指先が膨らみ、爪が丸く大きくなった
り、反り返ってスプーン状になったりといっ
た内臓系疾患によって現れるものと、爪の水
虫や巻き爪など、爪自体のトラブルの2つが
あります。特に足の爪は、普段じっくり見る
機会が少ないので、定期的に観察しましょう。

正しい爪のケア方法は？
自己流のマッサージや甘皮除去が、トラ
ブルの原因になることも。過剰にケアしす
ぎず、適度に保湿して、ある程度放ってお
くことも必要です。爪切りの頻度は、手は
1 〜 2週間に1回、足は3 〜 4週間に1回程
度が目安。白いところを1 〜 2mm残すこ
と。爪切りの場合は、一気に広範囲を切ら
ず、何回かに分けて。やすりの場合は片側
1方向に動かして。いずれもお風呂上がり
の、爪が柔らかいときに行いましょう。

