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Ｎさんの家計簿（熊本県在住）
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総務省の家計調査では、 歳以下
の単身女性世帯の１カ月の食費の平
均額は約3万３０００円。1日１１
００円。月３万円の食費の人が自炊
中心の生活をして、月２万円に抑え
るのは、無理な話ではありません。
ところが、あなたは月１万９００
０円の食費を削れるはず、とお感じ
ですね。1日平均６３３円で、外食
や中食が多い現在の食生活は、健康
上、問題が多そうですよ。まず挑戦
すべきは食品の削減ではなく、自炊
中心の生活。浪費防止には買い物回
数を減らすのが有効です。お米や調
味料、保存のきく食品は月に１度の
まとめ買い、生鮮品などは3日に1
度の購入にしてみませんか。
月に１度の分は４０００円、３日
に１度の方は１５００円の予算でや
りくりしましょう。予算分の電子マ
ネーをその都度チャージするなどが
おすすめです。クレジットカードで
の買い物も予算を立てて守る努力
を。携帯電話代・通信費は契約の見
直しも必要に思われます。その気に
なれば５０００円は削れそうです。
被服・娯楽費など３万９５００円
の支出となっていますが、オーバー
した分を分割にするのはやめるべ
き。被服費などどうしても月の予算
をオーバーする場合は、次月の予算
を削る、といった対応をすべきで
す。そうすれば、毎月の黒字は1万
５０００円になり、毎月の貯蓄が４
万５０００円にアップ。その結果、
年に 万円貯蓄できたら、端数の４
万円は自分へのご褒美に。励みにな
るはずです。
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本人27歳
（会社員）

■収

自炊中心、食品のまとめ買いに
チャレンジを

１人暮らしの独身女
性です。貯金を殖やし
たいと思っています。
食費が削れそうです
が自炊が苦手です。夜
は余分に作ってしまっ
たり、昼の弁当も慌し
さから作らなかった
り。１人暮らしだと食
材の管理も難しく外食
や中食で済ませてしま
うことも。お菓子を買
ってしまうのも悩み。
本や雑貨も好きで雑
費も多く、１枚のクレ
ジットカードで決済し
ています。内訳は、電
気代などの固定費もあ
れば、先述の趣味代の
ようなものもあり、ど
れがいくらか把握して
いません。使いすぎた
分は分割にしていて、
月収支の黒字分も実質
は、分割の支払いに回
っているようです。医
療 保 険 と 終 身 保 険（ ド
ル建て）は実家の父が
かけてくれています。
５月から月２万円の変
額保険（ 年以上を予
定、外国株式型）を契
約し財形と併せて月に
計３万円は貯蓄。無理
せず払い続けるために
アドバイスください。

普段の金使いを見直し、貯金を殖やす方法は？

入

■特別収支
（年間）

本人

184,000円

■支
出
家賃（水道代含む）
食費（生協含む）
ガス代
カード払い
（※）
日用品費
交際費
医療費
理美容費
財形貯蓄
変額保険
合計
黒字

42,000円
19,000円
4,300円
60,000円
2,000円
10,000円
2,000円
5,000円
10,000円
20,000円
174,300円
9,700円

[

収

入

］

なし

[

支

出

］

なし

■貯蓄残高
財形預金
普通預金

150万円
40万円

※カード代の内訳
電気代 3,500円
携帯電話代・通信費 13,000円
ＮＨＫ受信料 4,000円
被服・娯楽費など 39,500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

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

昨今の情勢で、自分が

保険プラザ（株）プロテック
ゆめあんしんプラザ

検索 ←

﹁ゆめあんしんプラザ﹂はません
店のスタッフさん

病にかかったら…と考え

た人は多いはず。そんな

ときは、少しでも安心材

募集代理店

保険の無料相談会
●はません店（本館2階）

0120・020・400

●光の森店（本館2階）

0120・035・117

●八代店（本館2階）

手指洗浄除菌ミスト
ハンド クリ
ーン﹂８８０円※税別

ｈａｂｉｔａ（ハビタ）

馬油のプロ「肌美和」﹁アルコール

とのコラボ商品

高品質な地元の馬油を

自 社 製 造 す る「 肌 美 和

を組んだ、注目の除菌剤

（株）」とハビタがタッグ

サトウキビなど植物由

が誕生しました。

来エタノールで、しっか

り除菌。さらにスキンケ

ア化粧品で使用される高

品質馬プラセンタとヒア

ルロン酸で、荒れた手指

をしっかり保湿。お子さ

んと一緒に使用できま

す。外出のお供にも欠か

せ な い 存 在 に な り そ う。

購入は下記店舗まで。

新生活様式にぴったり！

スキンケア発想の除菌剤
◦馬プラセンタ＆ヒアルロン酸
配合＆植物由来アルコール使用
◦持ち運びに便利な
80㎖スプレーボトル
◦防腐剤不使用＆低刺激

除菌＆手荒れケアＷ効果

0120・157・708

営業／10:00～20:00

ハビタ全店で取扱中
ハビタ サクラマチ店、イオン
モール熊本店、ゆめタウン（光
の森店・サンピアン店・はませ
ん店・大江店）
、宇土シティ店
問合せ／ハビタ本社
☎096
（377）2177
南区流通団地1-44-2

料が欲しいですよね。保

●6 /3（水）～ 6 / 13（土）
①10:00 ～ ②12:00 ～
③14:00 ～ ④16:00 ～
⑤18:00 ～ ※３店同時開催

険はそのひとつです。

保険を選ぶことは、保

障を選ぶこと。ひいては

自分の将来につながりま

す。まずは無料相談会で

知 識 豊 富 な ス タ ッ フ に、

気軽に相談を。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！

保険選びに迷ったら相談

優しい甘み

ジャンボピーマンのムース
1個当たり
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キロカロリー

様々な不安や疑問…
まずはこのセミナーで
赤ちゃんが欲しくても一定期間授から
ないときこれを不妊症といいます。
毎月1回行われている
「不妊治療教室」
で
は、妊娠成立のメカニズムから検査方法、
治療計画の立て方、不妊症との付き合い
方などをわかりやすくご紹介しています。
妊娠していく中での新型コロナウイルス
との付き合い方などもお話いたします。

健康情報

6月21日 日
13:00 〜

www.suidouchou-lc.jp

●会場

国道３号線
テトリア

● ●
鶴屋

水道町交差点

●
専用駐車場
ローソン

肥後銀行●

下通り

☎ 096
（322）
2996

＊新しい生活様式に即したスタイルで実施いたします。
詳しくはお尋ねください

水道町
バス停

申し込み・お問い合わせ

メルパルク
パークシティ
●
24ｈ●

※冷やす時間
などを除く

材 料 ＜６個 分＞

次回は…

生殖医療指導医（不妊治療の
専門医）として、不妊症の原因
や今日の治療法などをわかり
やすく教えてくれます。

30分

おかずの
ヒント

Ⓒフジテレビジョン
制作：エフシージー総合研究所

不妊治療教室

上通り

■参加費無料
■事前に電話で申し込みを
■会場／ソフィアレディース
クリニック水道町（不妊治療・婦人科）
２階セミナールーム

塩分0.6ｇ

調理時間
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粉ゼラチン････････････ ６ｇ
水････････････････ 大さじ２
タマネギ･････････････1／2個
ジャンボピーマン
（赤）
････ ２個
バター ･･････････････････ ６ｇ

A

ソフィアレディース
クリニック水道町院長

岩政

仁先生

＊スープ
顆粒コンソメ････小さじ1／2
水･･････････ １と1／2カップ
ベイリーフ･･････････････ １枚
塩････････････････小さじ1／2
生クリーム･････････････９０ｇ
＊つけ合わせ
セルフィーユの葉････････適宜

作り方
1.耐 熱 容 器に(Ａ)を合 わせてしとらせておく。
2.タマネギは薄 切りにする（ 正味 量70ｇ）。
3.ジャンボピーマンはヘタと種をとり除き、薄 切
りにする（ 正味 量300ｇ）。
4. 鍋に バターを 熱して② ③ を 炒 め 、スープとベ
イリーフを加えて弱火にし、野菜が柔らかくな
るまで15分ほど煮、塩をふる。
5.④ のベイリーフをとり除き、粗 熱 をとってミキ
サーにかける。
6.生クリームは泡立て器で六分立てにする。
7.①にラップ でフタをして500Ｗの電子レンジ
で１５秒加熱し、
ゼラチンを溶かす。
8.ボウルに⑤を入れて⑦を加え混ぜ、ボウルの
底を氷 水に当ててゴムベラで混ぜ な がらトロ
ミがつくまで冷 やし、⑥を加え混ぜる。
9.ココットに⑧ を 等 分して流し入れ 、冷 蔵 庫 で
冷 やし固める。
10.⑨にセルフィーユの葉を飾る。

