％）と固定費を引き、残りを変

取り額から貯蓄（手取りの

ている支出。必要度の低いものにメスを入れれば、

というわけですね。固定費は、過去の決定に縛られ

い方を工夫できるお金）に分けて、家計を見直そう

で、固定費（決まって出ていくお金）と変動費（使

大幅減収を前に、慌てておられるようです。そこ

必要度の低い項目を精査し、
固定費の支出削減を
来月から主人の手取りが約

万円減ります。今後一年間の手

動費とする計算をしてみたとこ

容易に支出を削減できるので、各費目とも精査を。

期間が短いため、あまり意味が

しまいますし、延長保険は加入

険を解約すると、元本割れして

分かりません。貯蓄型の生命保

が、どこをどう削ればよいのか

迫しているのだとは思います

保険などの固定費が家計を圧

クを特定し、保険金額、保険期間、保険料などをし

ん。急がば回れ、ですよ。保険でカバーしたいリス

によって違うので、決まった判定基準値はありませ

判定するのはムリ。家族構成や年収、保険種類など

保険料の割合が気になるようですが、割合で適否を

せて見直すのがポイントです。手取り収入に対する

とはいえ保障がついているので、保障型保険と合わ

端に、迷路に入りこんでしまったようです。貯蓄型

Ｙさんは、貯蓄型保険にメスを入れようとした途

ろ、月に使える変動費が８万円

ないような気もします。払い済

っかり検討すべきです。保険専門の相談窓口を利用
貯蓄率も同じです。Ｙさんは減収後の手取り年収

月 日
︵日︶午後３時～４時 分 ※要予約
最新の不妊治療
︵反復着床不全と着床前診断︶

リビングカルチャーセンター
はません校
日

ゃんを授かれない、いま

不安に応える個別
相談も︵４組限定︶

に告知されます。

延期や中止の場合はＨＰ

まで開催中です。今
生。コロナ対策により６ （日）
組限定。希望者には、セ 回は、書道・絵画・手芸・

療に励む人こそ、新しい
情報が“希望の光”になる

至健軍

● ばってんの湯

〔東区神水本町25-18〕

くり実演コーナーも！

「肥後象がん」
など作品づ

え充分、刺激になります。

めた力作ばかりで見ごた

徒さんや講師が丹精を込

26
☎ ０９６（３７０）１１１２
作品展の詳細
はこちら↓

事も。最新治療について

上江津湖

東バイパ
ス

会場

の無料セミナーに参加し

至水道町

●
香梅

ミ ナ ー 後 に 個 別 相 談 も 工芸・お花の文化系 講
頑張っているのに赤ち （先着予約４組・ 分程）
。 座から、約４００点以上
もの作品が勢ぞろい。生

の方法は自分に合ってい

☎０９６（３６０）３６７０

例の作品展が８月

カルチャーセンター恒

文化系26講座の作品展

るのかな⋮。長く不妊治

講師／ＡＲＴ女性クリニック院長 小山伸夫先生
生殖医療専門医︵不妊治療の専門医︶
会場／ＡＲＴ女性クリニック ５階ＡＲＴホール
※エレベーターで直接５階へ。マスク着用を

15

動物園通り
旧熊本市民病院
●
神水
交差点

●

てみませんか
（予約制）
。
講師は「ＡＲＴ女性ク
リニック」院長の小山先

﹁ゆめあんしんプラザ﹂はません
店のスタッフさん

中高年以降は、入院や
介護の必要性が高まりま
す。医療や介護の保障を
手厚くするのは、とても
大事なこと。今のうちか
ら、高まるリスクに、し

0120・157・708

という結果になり、不安です。

み保険というものもあるようで

の３割を貯蓄に回す計画です。この割合は、住宅ロ

してはいかがですか？

保険も入りすぎているような

無料相談会は、８月

っかり備えましょう。

日（水）から９月５日（土）
まで。時間は、午前 時、
正 午、 午 後 ２ 時、 ４ 時、
６時（要予約）です。３店

時～午後８時

0120・035・117

●八代店（本館2階）

3店舗で利用可、初回のみ、
1家族1枚扌
R2.８. 26 ～９.12まで

●光の森店（本館2階）

果汁100％ジュース

（200㎖×4本）プレゼント！

すが、実際よく分かりません。

気もしますが、手取りに対して

ーン返済世帯の平均貯蓄率の２倍以上の数字！

動費が圧迫されて当然です。減収前の家計をチェッ

変

の割合が約 ％というのは現実

的な数字なのでしょうか？

クすると、年間黒字額が約１３０万円ある計算。で

何

より手元の現金が少なすぎて心

も、これが貯蓄に回らず、使途不明の使い方がされ
ているようです。ここを引き締めないと、貯蓄は増

同時・毎日開催！

13

0120・020・400
予約後、クーポン持参で相談すると

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

家計の安心安全のためには、実行可能な予算で、

やせません。

営業／午前

※感染症対策を徹底

●場所／ゆめタウンはません３階特設会場
（中央エスカレーター横） ●入場無料
●時間／ 9:30 ～ 19:30（日曜～ 17:00）

30

９

【ゆめタウン内の各店】
リビングく〜ぽん

●はません店（本館2階）

保険プラザ (株)プロテック

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

余分な現金を手元におかず堅実に暮らしましょう。

26

10

50万円
6万円
300万円
20万円

もとないです。貯金はできたり

できなかったりです。
それと今は貯蓄がないのでで

きませんが、もし可能であれば
不妊治療も再開したいです。

10

130万円
］
[ 収 入
夫ボーナス

検索←
ART女性クリニック

不妊症専門クリニック

ART女性クリニック

検索 ←
ゆめあんしんプラザ

実際に不妊治療をしている・学んでいる人のための一歩踏み込んだ内容です

先々を見据えた保険選び

9月13日、
「不妊」に悩む人のための無料セミナー
保険プラザ（株）プロテック
募集代理店
10

30

高橋 伸子

■特別収支（年間）
364,000円
10,000円
9,000円
383,000円

14万3000円
5万3500円
1万2900円
60万円
8万4000円
[ 支 出 ］
■支
出
固定資産税
住宅ローン
84,925円
車検
食費・外食費
41,500円
年払い税金
水道光熱費
19,000円 年払い保険
・通信費 13,070円 財形貯蓄
携帯電話代（３台）
日用品費
5,000円 （ボーナス時）
医療費
5,000円
ガソリン代
6,000円
被服費
17,000円
■貯蓄残高
交際費
1,000円
夫小遣い
20,000円 手持ち資金
子ども費
22,000円 普通預金
ペット費
12,000円 財形貯蓄
美容費・雑費
43,000円 株
財形貯蓄
14,000円
預金積み立て
5,000円
合計
308,495円
黒字
74,505円
10

夫38歳
（公務員）、妻37歳（専業主婦）、長女３歳

Ｙさんの家計簿（福岡県在住）

手持ちの現金が少なくて不安。保険に入り過ぎ？

入
■収
夫
児童手当
売電
計
13

土曜日
2020年8月29日
＜15＞

