妥当な価格か、修繕や管理も
含め納得の物件探しを

Ⓐ

木斛邸が贈る「ハーフメインフェア」、5月31日（日）まで開催中です

メイン料理が2品も付いて、昼も夜も1500円！

「ゆめあんしんプラザ」はません
店のスタッフさん

新型コロナウイルス感
染の影響で「自分の医療
保険は対応しているの
か 」「 万 が 一 の 際 の 保 障
は大丈夫なのか」気にな
った人も多いはず…。

専

この機会に、保険を見
直してみませんか？
門スタッフがしっかりア
ドバイス。あなたに最適
なプランを提案してくれ
ます。気軽に相談を。
※スタッフはマスク着
用、手洗い、アルコール

各

メニューは「木斛御膳

はマスクをお忘れなく！

行っています。来店の際

マスク着用などの対策を

清掃を徹底、スタッフの

気、アルコール消毒での

店内では定期的な換

とスムーズです。

で、コースを選んでおく

昼夜注文可、電話予約が必須です！
大正時代に建てられた
お屋敷で、本格日本料理
を堪能できる「木斛邸」。
５月末までお得なフェア

ハーフメイン」ＡＢＣの

を開催中です。

３コース、それぞれにハ
ーフサイズのメイン料理
が２品も付きます。さら
に刺身・小鉢・八寸・茶
碗蒸し・ごはん・味噌汁・
香の物・デザートと８品

メイン

が付いて、１５００円
︵税
別︶は良心的！

は木斛邸が誇る人気メニ
ューから抜粋。量もハー
フサイズでちょうどよ
く、常連さんも初めての
人も、木斛邸の味をお得

５月中はフェアメニュ

に欲張りに楽しめます。

ーのみ。昼・夜も注文が
でき、なんと料金は一律。
電話での事前予約が必要

健軍神社

☎096
（331）4555

除菌を徹底して対応

自宅で過ごす時間が増
えた今、加入中の保険の
事を考えてみませんか？
保障内容、税制優遇など
保険は時代とともに変わ
ります。ライフスタイル
の変化に応じて保険も見
直しが必要です。同社で

平成大通り

写真は木斛御膳Ａコース。ハーフメインは「牛の自家製タレ焼
き」と「天ぷら盛り合わせ」、ほか刺身や茶碗蒸しなど全10品！
※５月中はフェアメニューのみ、通常メニューは6月からの予定
東バイパス

健軍校前電停
健軍
健軍
郵便局●
４丁目
旧熊本
P
●
市民病院
健軍の杜
●
●湖東
中学校 木斛邸

●住所／東区健軍4-6-5
●営業／昼＝11:30 ～ 15:00
（14:30os)、 夜 ＝17:30 ～
21:45（21:00os）
※火曜休 ※駐車場あり
神水交差点 マリスト うどん
黒田藩
学園
電停
●
●

は保険の仕組みや、今の
生活状況に応じた最適な
保険を分かりやすくアド
バ イ ス。 土 日 祝 も 営 業、
相談はいつでも無料。

時、予約優先、Ｐあり

営業／午前９時～午後６

国道３号線

◦期間／開催中～ 5月31日（日）
◦時間／昼・夜注文可能（営業時間は左記参照）
上／ Bコースのハーフメインは「魚の甘酢あんか
け」「プリプリ海老カツ」 下／ Cコースのハー
フメインは「豚のやわらかとろ～り煮」「極上み
やび鯛のフライ」

1500円（税別）

「木斛御膳ハーフメイン」ⒶⒷⒸコース
Ⓒ

検索 ←
ゆめあんしんプラザ

０１２０・１９８・４６６

Ⓑ
検索 ←

145,000円
27,000円

高橋 伸子 で委員を数多く務める

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

お送り頂いた家計簿は、休職前の
ものですね。これが掲載される頃に
は、健康保険から傷病手当金が支給
され無給ではなくなっているはず。
同手当金は最長１年半にわたっ
て、標準報酬月額の３分の２を受け
取れる仕組みです。その間に治療に
専念し、職場に戻るか、転職するか
を選択しましょう。休職中は月３万
円くらいの赤字でしょうか。ボーナ
スでまかなっていた支出も含め、貯
蓄を少し取り崩せば対応できます。
Ｙさんは今退職しても１１００万
円の退職金がもらえますし、転職ま
での間、雇用保険の失業給付も受け
取れます。長年しっかり働き、積み
立ててきたので、心配は無用です。
ご相談はマンション購入と老後の
経済生活設計ですね。住居について
は、あと 年以上生きる前提で考え
ましょう。新築マンション購入だと
しても、大規模修繕を２度は経験す
ることになるはず。中古の場合は、
建て替え問題に遭遇する可能性もあ
るので、買い替えも視野に入れてお
く必要があります。
１０００万円前後、という価格設
定が妥当かどうかも含め、判断した
ほうがいいと思います。「マンショ
ンは管理を買え」ともいわれます。
納得できる物件を探してください。
維持費をはじめ、金額を提示でき
る段階ではありませんが、退職金含
め６０００万円もお持ちで、堅実な
暮らしぶりです。「貯める」人生か
ら「使う」人生へ―― 、これまでの
蓄えを有効活用して人生を充実させ
る意識で、家計管理しましょう。

〔南区江越1-1-5-1階〕

もっこくてい

健軍の杜（たけみやのもり） 木斛邸
（もっこくてい）

0120・157・708
店内にはキッズスペースも完備されています

0120・035・117

●光の森店（本館2階）
インシュアランス ●
・クリエイトくまなん本店

営業／10:00～19:00

●八代店（本館2階）

※３店同時開催。必ず電話予約を
●相談は無料。無理な勧誘は
一切ありません！
至東バイパス

0120・020・400

●はません店（本館2階）
●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

●５/20（水）～５/ 30（土）
①10:00 ～ ②12:00 ～
③14:00 ～ ④16:00 ～

サンリブ
●くまなん

要予約
予約・問い合わせ

●
健軍
小学校 ●

白山通り
モスバーガー ●

●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

キタムラ ●

保険の無料相談会
ゆめタウン内各店で実施！
同社の特徴

TSUTAYA ●

本人50歳
（会社員）

マンションの購入に
ついてご相談したく、
お便りしました。
仕事一筋でこの年ま
で独身できました。こ
の先、年を取ると賃貸
だと借りにくくなり、
老後の資金として安心
も一緒に買っておくべ
きか…今より安い賃貸
に住み替え、 年後に
人口減で空き家が増え
て価格が下落するまで
時期を待つか…さまざ
まな情報がありますが
確信が持てません。
また現在、体調を崩
し、休職して治療中で
す。これを機に退職し
ようと思っています。
体に負担の少ない短時
間のパートに転職し、
働き続ける予定です。
これまでぜいたくを
せず、コツコツ貯蓄し
てきました。自分の時
間と心身を大切に、穏
やかな生活へシフトし
たいと考えています。
１０００万円程度の
マンションを購入し
て、ついのすみかとす
るなら、維持費も含
め、あとどの程度、老
後資金が必要でしょう
か？
40

保険プラザ（株）プロテック
（株）
インシュアランス・クリエイト

23,000円
7,000円
4,900円
3,500円
2,100円
5,000円
2,100円
17,000円
2,100円
2,000円
6,300円

■貯蓄残高
1660万円
定期貯金・預金
87万円
通常貯金
683万円
普通預金
300万円
国債
一般財形
（積立て休止） 1000万円
年金財形
（積立て休止） 470万円
18万円
i DeC o
300万円
一時払い年金保険
300万円
一時払い終身保険
50万円
資産運用
50万円
N IS A
合計
黒字

2万円
1万円
6万円
1万4000円
2万1000円
14万4000円
出
■支

70,000円
家賃
（更新料・保険料込み）
食費（外食含む）
水道光熱費
携帯電話代
通信費
日用品費
交際費
交通費
医療費
職場互助会代
コンタクトレンズ代
保険料

30万8000円
］
[ 収 入
ボーナス
172,000円
172,000円

[ 支 出 ］
理美容費
被服費
レジャー費
N H K 受信料
ふるさと納税
i DeC o

10

■特別収支（年間）
入
■収
本人
計

募集代理店

募集代理店

Yさんの家計簿（福岡県在住）

1000万円のマンション購入後、老後資金は？

今こそ保険の見直しを！
“保険の見直し”
しませんか！
1

土曜日
2020年5月23日
＜15＞

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

