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今回は８月８日だけサ

談してみませんか？

クラマチ店で、無料の測
定会を実施。目のスペシ
ャリスト・加藤一幸さん

術後の経過や術式に応じた商品選びが可能。ぜひ相談を
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選べるグルメ「食撰便」もプレゼント

乳房を手術した人のための下着「リマンマ」
試着会

25万円
思っています。アドバイスお願

プレゼント ※なくなり次第終了

0120・157・708

が一人ひとり測定してく

玉子かけご飯のお醤油

0120・035・117
（200㎖×4本）プレゼント！

50万円

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

「不時の備え」として 万円を蓄えられてよ
かったですね。３カ月分の生活資金の確保でマ
ネープランの第一関門クリアです。それには手
を付けず、夢をかなえるための貯蓄をするとい
う考え方も健全。問題は、日々の現実に追われ
てその第一歩が踏み出せていないこと。夢を目
標に変えて具体的な行動を起こすべきです。
毎月の黒字は、年３回の帰省と趣味のスポー
ツ観戦でほぼ使いきっているよう。そっちを削
れないなら、毎月の支出を切り詰めるしかあり
ません。お便りによれば、２年に１回、 万円
程度の海外旅行を希望とのこと。月１万２５０
０円の積み立てを実行する決心を。１万円は給
与振り込み口座から自動積み立てをするなど、
強制力のある方法を。外食やスパなどに使って
いる交際費を５０００円に抑え、通販・書籍購
入費を削って３０００円を捻出すればＯＫ。
交際費のカットは、友人に「旅行資金を貯め
ている」と伝えれば、わかってくれるはず。買
い物は、カードの利用枠を決めて「夢の実現の
ためだから」と支出をセーブしましょう。残り
２５００円は、５００円玉貯金や、バスに乗っ
たつもりで歩く、など「つもり貯金」を実行し
て、楽しく貯めてはいかが？ 保険はがん・女
性医療の保障型に加入済み。今、貯蓄型の保険
に入る必要性は高くありません。将来のために
は、増収策と積立投資を考えるべきでしょう。

リビング く〜ぽん

●日時／ 8月5日
（水）
・6日
（木）
●会場／本館3階 婦人肌着 ワコール
●定員／各日11人限定 ※1人あたり約1時間【要予約】
※予約は⇒ ☎092（475）4577 リマンマルーム福岡

● 2万円（税込）以上の購入で

本人33歳（会社員）
いします。
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至福の逸品

加藤さんは米国オプトメトリ
スト修士、中日ドラゴンズビ
ジョンアドバイザーとして活
躍中。見え方や視線の動きなど
を測定、
私生活のアドバイスも
エレガントで洗練されたフレームが
女性に人気の「コアリ」。透け感のあ
るデザインで、夏も涼やかに！
フレームのみ・各3万5200円（税込）

各回1時間。同店スタッフによるメガネ選び相談も随時受付

●光の森店（本館2階）

果汁100％ジュース

●八代店（本館2階）
3店舗で利用可、初回のみ、
1家族1枚扌
R2. 7. 29 ～８.15まで

0120・020・400
予約後、クーポン持参で相談すると

鶴屋
●「夏の視力測定会」10:00 ～ 18:00 ＊要予約
10
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【ゆめタウン内の各店】
リビングく〜ぽん

保険プラザ（株）プロテック
募集代理店
10

8月8日（土）だけ！ 目の専門家と「視力測定会」

計

普通預金

40,000円
26,000円
3,000円
6,000円
4,000円
8,000円
2,000円
12,000円
7,000円
4,000円
5,000円
2,000円
5,000円
1,000円
3,000円
128,000円
22,000円

］
入
[ 収
なし
150,000円
150,000円
本人

忙しいあなたの味方です！
参加無料・要予約。近くが見えづらい人やメガネが合わない人も、
お気軽に

生活経済ジャーナリスト。
消費者の声を国や企業に届ける活動にも注力
高橋 伸子
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■特別収支（年間）
入
■収

●はません店（本館2階）
保険プラザ (株)プロテック

40

Oさんの家計簿（熊本県在住）

海外旅行費用、どうしたら貯められる？

[ 支 出 ］
帰省・レジャー
■支
出
家賃
食費
水道代
ガス代
電気代
携帯代
日用品費
交際費
被服費
理美容費
通販
書籍購入費
保険（２つ）
会社積立
（旅行代）
通信教育費
合計
黒字

50
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メガネの大宝堂

サクラマチ クマモト2階

メガネの大宝堂 サクラマチ店

メガネの大宝堂【サクラマチ店限定】
予約して、視力測定を受けると

目の専門家・加藤一幸さんが
じっくり測定してくれます

●サクラマチ店いちおし
フランスブランド「KOALI」

土曜日
2020年8月1日
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