公的支援と蓄えで、
どんな選択肢があるのか把握を
年。子どもたちは独

２人暮らしで夫が定年退職

して

立。昨年、夫が車を手放し、

空き駐車スペースで趣味の園

芸や家庭菜園をしています。

今は夏野菜の収穫が楽しみで

す。日頃から夫はウオーキン

グを、私はスポーツクラブに
年前に購入した持ち家の

通い健康に気遣っています。

外壁塗装の補修、電気機器や

購入ほか娯楽費の浪費で資金

温水器の買い替え、補聴器の

がありません。２人であと５

年を目標に元気で楽しく生活

したいです。介護が必要とな

れば、いくら資金が必要でし

ょうか。子どもをあてにせず

夫の面倒は私が見たとして

会 場のアンジュールハウスは︑ 広 々
と開放的な空間で料理を楽しめます

アンジュールハウス
で１日限り提供！
﹁あか牛のおいしさを
味わって︑笑顔になって
ほ し い ﹂︒ そ の 想 い で︑
あそ望の郷くぎのと︑上
質で彩り豊かなフレンチ
に定評あるアンジュール
ハ ウ ス が タ ッ グ を 組 み︑
特別コースを提供！
希少部位６種を贅沢に
使ってこの価格は︑あか
牛専門店とのコラボだか
らこそ︒早めの予約を︒

﹁ゆめあんしんプラザ﹂はません
店のスタッフさん

数多くの保険会社・プ
ランがある中で︑自分に
最適なものを見つけるの
は大変⁝︒さらに︑新商
品・サービスもどんどん
出てきています︒ぜひ保
険選びのプロに相談を︒
無料相談会は︑９月９
日︵水︶から９月 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
同時・毎日開催！

時〜午後８時

イ ケ メ ン カット で
一目置かれる存在

叶うイマドキヘア︒新し

い自分に出会えるチャン

ス︒大人にも好評で︑パ

６時

受付／午前９時〜午後

パにもオススメです︒
でいっぱい遊んで︑たく

分 ※時短営業の

さんの経験と思い出を得

夏休み︑いっぱい学ん

トップをザクザクふわふわにしたり、前髪をアシンメ
トリーにしたりなど、洗練された「イケメンカット」

ッフは感染症対策を徹底

た キ ッ ズ た ち ⁝ き っ と︑ 可能性あり︒店内・スタ

新学期は︑中身も外見

ぐんと成長したはず︒

も︑イケメン度アップで

﹁ＨＡチョキチョキ﹂大

スタートしませんか？

人気のイケメンカット
は︑計算されたカットで︑
おしゃれさも爽やかさも

９月 日︵日︶開催
広々 坪以上！
今週末はサンヨーホー
ムズの分譲地﹁東区画図

時〜午後４時︶
︒

町﹂で見学会を開催︵午前

東バイパスやはません
バイパスが近く︑ショッ
ピング施設や飲食店︑病
院まで︑
充実しています︒
静かな環境で子育て世代

坪以上︒人

も暮らしやすく︑土地の
広さは広々

気エリアのため︑気にな

０１２０・９５１・３４１

９時〜午後６時︑
火・水曜休︶

問合せ／熊本営業所︵午前

随時受付中です︒

電 話 等 で の 問 合 せ も︑

る人は早めの来場を︒

見学会では家づくりのことも教えてくれます→ 現地ＭＡＰ

６ 号地
５ 号地

２ 号地

現地区画図。詳細は見学会、
または電話にて問合せを

も、その後、介護付きの有料

施設などへ入居を考えていま

す。生命保険は一時金で払い

込み済。１人２００万円で２

人で４００万円、葬式代だと

思っています。積み立ての

万円は今月から始める貯蓄。

営業／午前

※感染症対策を徹底
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新学期から新しい自分に
この秋は「チョキチョキ」で決まり！

検索 ←
HAチョキチョキ カット専門
検索←

HAチョキチョキ

サンヨーホームズ（株）熊本営業所

予約はアンジュールハウス まで ☎096
（337）
2270

0120・157・708

●上熊本店
西区花園1-3-7
☎096(356)7688
【ハウスオブザイヤーインエナジー 5年連続受賞】
全国で住まいを手掛けるサンヨーホームズが
建築！ ※画像は外観イメ―ジパース
Ｎ

済
済
済
済

●光の森店（本館2階）

45

●平成店
中央区平成３-17-1
☎096(370)7221
5.1m

10

●八代店（本館2階）

3店舗で利用可、初回のみ、
1家族1枚
R2.９.９～９. 26まで

サンヨーホームズ
●オンライン相談もお気軽に！

ＨＰを
チェック

●密にならないように、時間を
ずらして1組ずつ対応

先着30組限定！
●ランチ／ 4000円（税別）
●ディナー／ 6000円（税別）

0120・035・117

（200㎖×4本）プレゼント！

立地◎、
東区画図で土地見学会 1200円
（税別）で叶える、お手軽イメチェン
●スタッフ全員、マスクを
着用して接客を行います

（北区弓削2-12-11）各2部制

0120・020・400
予約後、クーポン持参で相談すると

果汁100％ジュース

住まい

わが社の 新・生活様式対応

9/27（日）限定イベント
会場：アンジュールハウス

【ゆめタウン内の各店】
リビングく〜ぽん

100万円
100万円

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

趣味と実益の家庭菜園や健康維持のための運
動など、充実したセカンドライフをお過ごしで
すね。家も補修済みで、介護や独居への備えに
取り組むことを決心なさったようです。過去の
娯楽費の浪費の内容はわかりませんが、それを
やめると月 万円の貯蓄が可能とのこと。確実
に貯めるには「余らせて貯蓄」ではなく、年金
を受け取っている金融機関で自動積立契約を。
介護の必要資金は、要介護状態に応じて介護
保険からの給付もあり、前もって見積もるのは
困難。費用を心配する前に、公的支援+自分た
ちの蓄えの範囲で、どのような選択肢があるか
を調べておくことが大切です。地域包括支援セ
ンター（原則として市区町村が設置）には、社
会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーの３
種類の専門家が配置され「介護」「医療」「生
活支援」など関係機関と連携し、高齢者の生活
課題に対応してくれます。わからない場合は、
市区町村の介護保険担当窓口に。在宅介護にせ
よ、施設介護にせよ、介護認定を受けて介護保
険を使うには、ここからスタートです。
介護施設は、入居一時金や月額利用料、医療
や最期の看取り対応の可否など、個々の施設に
よって異なります。コロナ禍で見学は難しい状
況ですが、自分に合った〝ついのすみか〞を探
すには、自宅の処分のこともあるので、遠慮せ
ず、お子さんのサポートを受けるべきです。
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10

●はません店（本館2階）

保険プラザ (株)プロテック

あそ望の郷くぎの
検索 ←
ゆめあんしんプラザ

19

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

南阿蘇村
保険プラザ（株）プロテック
募集代理店
10

夫82歳
（無職）、妻77歳（専業主婦）
アドバイスをお願いします。

10

］
入
[ 収
なし
213,400円
85,500円
298,900円

あか牛コラボ特別コース
安心できる保険プランを

出

■支

■特別収支（年間）
入
■収
夫年金
妻年金
計
22

38

Ｔさんの家計簿（福岡県在住）

夫婦の年金暮らし、介護費用はいくら必要？

１万７000円
[ 支 出 ］
年払い保険
食費
50,000円
（火災保険など）
電気代
7,000円
水道代
2,000円
固定電話代
1,500円
■貯蓄残高
携帯代（２台、タブレット込） 9,500円
夫小遣い（医療、交通費込） 30,000円 夫貯金
夫保険料（公的医療・介護） 26,400円 妻貯金
妻保険料（公的医療・介護） 8,400円
固定資産税
3,500円
妻スポーツクラブ代
6,500円
医療費（健康食品代込）
9,000円
理美容費
6,000円
本・日用雑貨代
10,000円
交際費・雑費
29,100円
積み立て
100,000円
合計
298,900円
黒字
0円
10

土曜日
2020年9月12日
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