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Kさんの家計簿（福岡県在住）

長女が小学校に入るまでに地元に
戻り、マイホームを購入する計画だ
そうですが、まずはそれまでの家賃
負担増に対処する必要があります。
今秋からの値上がり分の１万５０
００円は、家族預金の積み立てを減
らすことで対処しましょう。家族預
金が教育費増で２万円減っていた場
合は５０００円不足しますが、外食
費を節約してはいかがですか。
また、教育費は幼稚園費とのこ
と。３歳になれば幼児教育無償化の
恩恵を受けられるので、浮いた分は
貯蓄しましょう。２年後から転職ま
では、 万円の家賃を払う必要があ
ります。毎月の家族預金と財形貯蓄
を回すことでクリアできます。
次はマイホーム資金づくりです。
現在の貯蓄残高のうち、不時の支出
用の通常貯金と教育資金の子ども預
金を除いた７３７万円が、マイホー
ム資金に使用可。あとどれだけ追加
できるかがポイントです。ボーナス
の残高は、年１６４万円。これをほ
ぼすべて貯蓄に回す方法を継続した
場合、転職まで４年間で６５０万円
以上貯まります。家族預金や財形貯
蓄の追加分も加えると、１５００万
円超が準備できそうです。
手持ちの普通預金を運用で殖やし
たいようですが、転職後の収入が不
確定であることや、資金使途を考え
ると、リスクのある運用はおすすめ
できません。なお、父親の万一の保
障が十分であれば、教育資金作りを
保険に依存しなくてもＯＫ。商品の
違いでなく、資金面で姉妹に大きな
差がないよう配慮すべきです。
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夫35歳
（会社員）
、
妻35歳
（専業主婦）
、
長女２歳、
次女０歳
■収
夫
児童手当
計

まず家賃負担増に対処し、
マイホーム資金づくりを

昨年秋に次女を出産
し、しばらく専業主婦
でいる予定です。
まず、マイホーム購
入に関して、何から手
をつければ良いのか教
えてください。現在の
家賃は社宅扱いで格安
で住めています。しか
し、今年の秋から３万
円に上がり２年後には
全額負担になるので、
それまでにマイホーム
を構えたいのですが、
いくら貯めておけば良
いのかわかりません。
とりあえず先取りで
普通預金に月３万円、
ボーナスをほぼ全額貯
蓄していますが、４月
から娘の教育費に、約
２万円使う予定なの
で、今後は月１万円の
貯蓄に減る予定です。
また、学資保険につ
いて、長女が入ってい
るので次女の学資保険
は入らなくても良いの
かな…と思っています
が、入ったほうが良い
でしょうか？
現在、普通預金で眠
っているお金を〝殖え
るお金〞にしていきた
いです。アドバイスい
ただければ幸いです。

マイホーム購入希望、準備は何から？ 資金は？

■支

■特別収支（年間）

入
320,000円
30,000円
350,000円

[ 収 入 ］
夫ボーナス

210万円

[ 支 出 ］
9万円
15,000円 車検（２年に１回）
4万5000円
8,690円 年払い税金
20万7000円
53,000円 長女学資保険
15,000円 N H K 受信料
1万4000円
18,690円 その他（冠婚葬祭）
10万円
12,000円
5,000円
■貯蓄残高
10,000円
637万円
普通預金
5,000円
96万円
27,000円 通常貯金
115万円
15,000円 子ども普通預金
15,600円 （2 人分）
20,000円 財形貯蓄
100万円
50,000円
30,000円
50,000円
349,980円
20円

出

家賃
駐車場代
食費・外食費
水道光熱費
携帯電話・通信費
日用品費・医療費
ガソリン代
被服費・交際費
子ども関連費
夫・妻小遣い
車ローン
月払い保険料２つ
個人年金
財形貯蓄
家族普通預金
長女・次女普通預金
合計
黒字

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

高橋 伸子 で委員を数多く務める

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

新型コロナウイルス感

染拡大防止のために休館

していた「ピースフル優

※１枚で４人まで同時入館利用可、税別扌
R2.6.1～6.30まで

祐悠」が、６月１日（月）

大人1人800円→600円

子ども1人600円→300円

か ら 営 業 を 再 開 し ま す。

【入浴・館内着付コース】

スタッフのマスク着用

く～ぽん

ピースフル優祐悠

や館内の定期的な消毒な

0120・157・708

ど、安心して利用できる

●八代店（本館2階）

よう衛生管理を徹底。お

0120・035・117

風呂やレストランなどの

0120・020・400

利用できる施設について

●光の森店（本館2階）

リビング

は、ホームページまたは

①10:00 ～ ②12:00 ～
③14:00 ～ ④16:00 ～

問合せを。３～５月に有

「ゆめあんしんプラザ」はません
店のスタッフさん

保険の無料相談会

効期限が切れる各種優待

検索 ←

ゆめあんしんプラザ

●はません店（本館2階）

営業／10:00～19:00

保険プラザ（株）プロテック

券については、６月末ま

募集代理店

●５/27（水）～ 6/ 6（土）

※３店同時開催。電話での予約を

で期間を延長されます。

コロナウイルスが猛威

をふるう今⋮万が一自分

が病気になったとき、急

に入院を余儀なくされた

とき、あなたの医療保障

保険のプロに相談し

は十分なものですか？

て、保障の手厚いものを

選びましょう。アドバイ

スに納得すれば、その場

で契約できます。まずは

無 料 相 談 会 へ。 要 予 約。

※スタッフはマスク着

用、手洗い、アルコール

除菌を徹底して対応

ゆめタウン内各店で実施！

きちんと備える医療保険を

6月1日から、営業再開
ピースフル優祐悠

ピースフル優祐悠

検索 ←

住／東区下南部3-11-136
営／ 24時間、年中無休
※営業時間等が変更になる
場合があります。詳しくは、
ＨＰ・または問合せを
●無料駐車場250台あり

☎096（388）
1188

お得なエアコン洗浄、販売・リースほか、ウイルス対策品も豊富な取り揃え。「熊本の皆さまを応援します！」

エアコン洗浄好評受付中。マスク・除菌剤なども各種販売
住まいの空調・電気設備工事パートナー （株）
サンテクノ

快適な室内環境を追求

分解作用を持つオゾンの

も予約販売中。ウイルス

クのほか、オゾン発生器

マスクやオゾン発生器、除菌剤を販売

する「サンテクノ」。今年

力で、除菌・消臭効果が

除菌・消臭率

購入時は、電話で予約を！

は、ウイルス対策で「熊

期待できます。コンパク

本の皆さまに貢献いたし

トサイズから強力タイプ

さらに、国内外の公的

機関で安全性が認められ

ている除菌剤「エアーガ

ード」も緊急発売。ノン
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強力な抗菌作用
﹁エアーガード﹂

※すべて電話のみでの予約販売、配送応相談、法人
は別途対応、価格は税込

ま す！」。 日 本 製・ ウ イ

②三層構造マスク 2860円（50枚）

まで種類も豊富です。

北里研究所 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
研究部門 医療環境科学センター調べ

時間持続する

最新の除菌剤です。希釈

して使うので経済的、こ

れからの時期に要注意な

大腸菌Ｏ‐１５７などの

殺菌にも有効性が認めら

数に限りあり、電話予

れています。

約販売限定なので、早め

に問い合わせを。

「サンテクノ」
では、国

6600円（50枚）

・本物のウイルスを使用した試験で99.9999％
のカット率を証明（日本製品）

アルコールで無臭、抗菌

家 資 格 を 持 っ た プ ロ が、 ャンペーンも実施中。割

①モースプロテクションマスク

ルス対策型マスク、リー

各種マスク予約限定販売 電話のみで受付

力は４～

アコンをつけたらニオイ
お得なエアコン販売キ

が気になった、１年以上

引が難しいと言われる業

内部の部品まで分解して

務用も割引対象です。取

「メーカーと
型番、年式
をスタッフに
お伝え下さい」

付、保守も任せられるの

熊本市東区下南部1-3-130、受付/9:00 ～ 17:00、日祝休
官公庁指定業者 特定建設業 熊本県知事許可（電気・管工事業）第16404号

エアコン全メーカー修理・
洗浄ＯＫ！ 見積もり無料

詳細はＨＰへ

・サービス技能士（調査・診断・修理）・第１種電気工事士
国家資格
・第２種電気工事士
・一級管工事管理技士
多数取得
・一級電気工事管理技士 ・フロンガス回収・取扱技士

「安全・安心を届けます」

も 空 調 専 門 店 な ら で は。

株式会社

気軽に相談してみて。

（株）
10120・25・3016

掃除をしていない⋮とい

「ダイキン」「日立」特約・ストール取扱店

洗浄。マスク着用・手洗

32万2380円

→

※セット価格（本体+室外機+リモコン+パネル）
※取付・工事費別途・見積もり必要
※リモコンはワイヤードタイプ

う人は洗浄のタイミング

メーカー価格109万4500円

い・アルコール消毒など

明るい未来と幸せを届ける

P80形（３馬力相当）

で作業してくれます。

※洗浄後30日以内の不具合は無償対応可（部品劣化・摩耗は
依頼者負担）
、部品洗浄のため浴室利用、訪問先に駐車場がな
い場合駐車代が別途必要 ※前日・当日のキャンセル不可、洗
浄作業は日祝OK、予約日程の変更は応相談、地域によっては
出張料が別途発生する場合や対応ができない場合もあります

●ダイキン製エコ・ラウンドフロー
センシングタイプ 標準シリーズ

です。気候の良い今のう

※スタッフはマスク着用、手洗い、 アルコール除菌
を徹底しています

エアコン販売 業務用タイプ（税込）

の衛生管理も徹底した上

●電話での予約・問合せ時にメーカー名と型番・
年式が必要です。受付案内がスムーズになるの
で、あらかじめ調べておくのがおすすめ

ちに、済ませておくのが

※空気清浄機能付＋1000円、室外機＋ 2000 円～

おすすめですよ。

・お掃除機能付エアコン ……２万 1000 円～
・業務用エアコン …………1万 5000 円～

検索←

熊本

ズナブルな三層構造マス

…7500 円

エアコン販売・
洗浄もお任せ！

（通常 1 万 2000 円）

家で過ごす時間が増え

・10 畳まで

ている今、エアコン洗浄

【200 世帯限定】

の注文もぞくぞく増えて

いるそう。久しぶりにエ

エアコンクリーニング
キャンペーン（税込）

サンテクノ

99.9％ ※

「エアーガード」
（高藤式安定化二酸化塩素）

3500円（200ml・税込）
医療機関や行政でも採用、
抗菌作用が最大10時間持続
詳しい使い方は
こちらのQR
からチェック
※Bio-Cide International,Inc調べ

