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Ｉさんの家計簿（鹿児島県在住）

35

夫45歳
（公務員）
、
妻39歳
（専業主婦）
、
長女７歳、次女１歳
■収
夫
児童手当
売電収入
計

堅実にやりくりしていらしたので
すね。貯蓄から負債（住宅ローン１
１７５万円）を引いた正味資産は１
１０５万円。いつでもローンを完済
できる状況です。給与やボーナスか
らの年間貯蓄余力は、現在１７４万
円。来年から月５万円減収になった
としても、２年後の貯蓄額は２５０
０万円を超える見込みです。
ボーナスの減少があったとして
も、ローン控除が終わる２年後に１
０００万円でローンを完済しても、
家計は安泰。ローン返済に回してい
た月７万円強がなくなり、貯蓄力が
高まります。１０００万円を金利１
％のローンの一括返済に使わず、運
用に回す選択肢もありますが、投資
初心者のようですし、負債をゼロに
し、それにより増える毎月の黒字分
を積立投資に回すべきと思います。
毎月定額で行う積立投資は、初心
者がリスクを分散し、投資効率をあ
げるのに適した投資手法です。ＮＩ
ＳＡやｉＤｅＣｏなら、節税にもな
ります。ネット定期など元本保証で
少しでも利率のいい定期預金に回す
形でもいいですが、それは既存の貯
蓄ですべきこと。あなたや子ども名
義の普通預金について、２年後を待
たず預け替えを実行してはいかが？
保険の件は、既往症があり他の保
険に入りにくい状況でなければ、団
体信用生命保険継続のために一括返
済しない選択はおすすめしません。
ライフプランにあう保険で補強を 。
奥様の復職は、次女の保育料が無料
になる時から、徐々に長時間の勤務
形態にしていくのがよさそうです。

ローン一括完済後、
貯蓄力が高まる安泰な家計

夫婦とも散財しない
タイプ。現在、月々黒
字ですが私
（夫）
の異動
によっては基本給が月
５万円程下がる可能性
も。妻は看護師の資格
があり、以前は扶養の
範囲内で働いていまし
た。次女が幼稚園に入
れば復職も検討中。
２年後、住宅ローン
控除が終了するタイミ
ングでフラット の残
額約１０００万円を一
括返済する予定。ただ
３大疾病付き機構団体
信用生命保険が付い
て、金利も高くないの
で急いで返済しない方
がいいのか迷っていま
す。また今の私の死亡
保障も気になります。
預金の運用について
も検討中。もっと投資
信託などに回してもい
いとは思っています
が、金融商品を検討す
る時間がありません。
とりあえず少しでも利
率がよさそうな定期預
金にしています。
住宅ローン返済や保
険、資産運用法や妻の
復職のタイミングに関
してもアドバイスをお
願いします。

住宅ローン返済や資産運用、賢い方法は？

入

■特別収支（年間）
323,000円
25,000円
12,000円
360,000円

■支
出
71,000円
住宅ローン
55,000円
食費（外食費含む）
10,000円
水道光熱費
通信費（携帯、受信料含む）16,100円
12,000円
日用品費・医療費
被服費・雑費・ガソリン代 18,500円
40,000円
夫・妻小遣い
25,000円
子ども費
12,000円
家族保険料
10,000円
夫個人年金
32,900円
学資保険
10,000円
財形貯蓄
20,000円
子ども貯蓄
332,500円
合計
27,500円
黒字

[ 収 入
夫ボーナス

］

155万円

[ 支 出 ］
5万円
車検（２年に１回）
7万円
自動車税・保険
25万7400円
固定資産税
4万5000円
団体信用生命保険
1万7400円
地震保険
2万円
冠婚葬祭費
10万円
旅行・レジャー費
6万円
ボーナス積立
■貯蓄残高
700万円
1350万円
150万円
80万円

定期預金
普通預金
夫財形貯蓄
投資信託

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

まず見直すのは医療保険
募集代理店

保険プラザ（株）プロテック
ゆめあんしんプラザ

検索 ←

スッキリ＆おしゃれ
なイマドキ男子に

「 梅 雨 は、 湿 気 で な か

方が叶いますよ。一人ひ

と り の 個 性 や 年 齢 に も、

※時短営業

しっかり対応。

分

受付／午前９時～午後

なか髪型がキマらない」 ６ 時

トップをザクザクふわふわにしたり、前髪をアシンメ
トリーにしたり、計算されつくした「イケメンカット」

カラ ダ が 喜 ぶ

健康レシピ

なすのごまがらめ

1人

当た
35kc り
al
塩
分0.4

g

縦ロゴ半袖Tシャツ
（赤×紺、
グレー）
/子ども用
（80～150
cm）
6380円/大人用
（155～185cm）
8580円 ※税込

ナスの皮の紫はポリフェノールの成
分。抗酸化作用で動脈硬化予防など
の効果も。できるだけ皮も一緒に食
べたいものです。

作り方

Vol.45

ミキハウス直通

R2.6.13 ～ 6.21まで

45

服

保冷インナーバッグ付き
ビッグトートバッグ プレゼント!

ミキハウスから、人気

②3万3000円（税込）以上購入の先着20人に

☎０９６（３２７）３７１６

ミニベアスティックバルーン

のロゴＴシャツに大人用

①縦ロゴ半袖Ｔシャツを購入の先着30人に

サイズが登場。爽やかな

トリコロールカラーとさ

らっと着心地のいい天竺

素材は、これからの季節

お得!!

認を。店内・スタッフは

ミキハウス
も活躍間違いなし。子ど

も用と合わせて購入すれ

ほか、同シリーズのポ

ばおそろいコーデにも。

ロシャツやスポーツタオ

10

時～午後７

分）

子ども服

営業／午前

時
（金・土＝午後７時

問合せ／本館６階子ども

30

本館６階
ルも展開。ぜひ店頭へ。

鶴屋

●上熊本店
西区花園1-3-7
☎096(356)7688

「 ジ メ ジ メ し た 毎 日 で、 の可能性あり、ＨＰで確

父の日に親子でおそろいコーデを楽しんじゃおう！

●平成店
中央区平成３-17-1
☎096(370)7221

感染症対策を徹底

6月13日（土）～21日（日）開催。ミキハウスの『父の日フェア』

気分が上がらない」そん

0120・157・708

な 悩 み に、「 Ｈ Ａ チ ョ キ

●八代店（本館2階）

大人気の“イケメンカ

3店舗で利用可、初回のみ、
1家族1枚扌
R2.6.10 ～ 6. 27まで

検索 ←

HAチョキチョキ カット専門

チョキ」が応えます。

0120・035・117

（200㎖×4本）プレゼント！

ット”は、短髪をベース

●光の森店（本館2階）

に流行スタイルを取り入

果汁100％ジュース

HAチョキチョキ
れたサッパリカット。ス

0120・020・400

予約後、クーポン持参で相談すると

カット代1200円（税込）で“イケメン”への道
ッキリとした清潔感もイ

【ゆめタウン内の各店】
●はません店（本館2階）

保険プラザ (株)プロテック

髪型をサッパリさせて、梅雨のジメジメを乗り切ろう！

マドキのおしゃれも、両

「ゆめあんしんプラザ」はません
店のスタッフさん

入院や手術が必要にな

った場合、医療費の自己

負担分だけでなく、その

ほかの諸経費など想像以

リビングく～ぽん

上に出費がかかるもの。

保険のプロに相談して

20

保障の手厚いものを選び

日（水）から６月

10

ましょう。無料相談会は、

６月

時、正午、午後２時、

日（土）まで。時間は、午

前

４時、６時（要予約）です。

時～午後８時

３店同時・毎日開催！

営業／午前

※感染症対策を徹底

10

10

監修・協力／
日本赤十字社
熊本健康管理センター
レシピブック
「元気ごはん」より

材料

2 人分

ナス………60g
ネギ………50g

1. ナスは乱切り、ネギは斜め切り
にする。
2. （1）をごま油で炒める。
3. （2）を A で和え、しばらくおい
て味をなじませる。

ごま油……………………… 小さじ 1/2

A

濃い口しょうゆ・みりん…各小さじ 1
すりごま ………… 適宜

産婦人科のプロが、知っているよう
で知らない女性のカラダや病気に関
するテーマをレクチャーしてくれる
ＴＫＵの番組。5月の放送分から、

Teacher: 新堀 曜子さん

気になる情報をレポートします。

福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも12歳と10歳
の2児の子育てに奮闘中。

5/16
OA

News

6月～放送時間が、毎週火曜 21:54 ～ 22:00 に変更となりました

5/23
OA

産 後の回復

妊娠や出産で変化した体が妊娠前の状態に戻るまでのおよそ6週間～8週間のことを産褥期と
いいます

産後に気をつけたい症状

産後6～8週間の「産褥期」は、お母さんの体が回復するのに重要な時期ですが、異常が起こる
場合もあります

産褥期（さんじょくき）

悪露（おろ） 子宮が回復していく過程で排出される、血液の混じった分泌物

昔から
『産後の肥立ち』
といわれ、
しっかり休むことが大切
この時期に無理をすると ◇体調を壊しがちになる ◇更年期の健康状態に影響を及ぼす

《通常の回復の目安》 ・産後1週間は、ほとんどが血液で量も多い
・徐々に量が減り、茶褐色 ⇒ 黄色っぽいおりものに
＊約1ヶ月程度でなくなる
悪露は子宮のバロメーター

産褥期に起こる主な体の変化

◇ピンポン玉くらいの血の塊がでる ◇いつまでも血液状で出血量が多い
◇鼻をつくような悪臭がある
◇激しい腹痛・腰痛・発熱がある

《子宮の回復》子宮は収縮しながら、元の大きさや状態に戻る
「悪露」…子宮から排出される血液の混じった分泌物。産後1ヶ月を目安になくなっていく
《乳汁の分泌》母乳は産後2～3日してから本格的に分泌される
赤ちゃんが吸うことによって、徐々に量が増えていく
《マタニティブルーズ》産後に起こる一時的な軽度のうつ状態
産後のお母さんの30～50％にみられる
【主な症状】 ・涙もろさ ・気持ちの沈み ・集中力の低下 ・不安感 ・不眠など
産後3～10日で発症。多くの場合、2週間ほどで自然と治る
もし2週間以上続く場合は…
ひとりで我慢せず、周囲の人に気持ちを打ち明け、病院を受診しましょう

1ヶ月健診前でも
受診を！

乳腺炎

化膿性乳腺炎

母乳が乳腺に溜まることで炎症が起こる
《症状》乳房の腫れ・軽い痛み・発熱など

乳首の傷から細菌に感染し炎症が起こる
《症状》悪寒・高熱など

症状に気づいたら、速やかに病院を受診しましょう！

Point

産褥期は、栄養バランスの良い食事をとって、
しっかりと体を休ませましょう。家族に協力して
もらって、お母さんの体の回復に努めてください

妊娠期・産褥期は、妊娠していない時と比べて、5～10倍も血栓ができやすい
さらに、
「肥満」や「帝王切開」は、血栓のリスクが高い
【予防策】 ・弾性ストッキングの着用 ・こまめな水分摂取
・産褥体操などで適度に体を動かすなど

Point

産後のお母さんは、赤ちゃんのお世話を優先し、
自分のことは後回しになりがちです。産後し
ばらくは、
自分の体にも意識を向けて過ごしてください

