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土曜日

でよかったですね。家計簿で把握できた支出の

コロナ禍による減収がひとまず止まったよう

英国の名品など
茶葉は 種以上！

[ 支 出 ］
3万9500円
自動車税（2台）
6万7040円
自動車保険（2台）
15万円
車検代（2年に1回）
6万円
帰省・レジャー
30万円
住宅ローン

■貯蓄残高
15万円
100万円

妻定期預金
子ども定期預金

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

検索 ←

各回２組限定です

※熊本で国の緊急事態宣言が出た場合は中止

新型コロナを乗り越え

①13:00 ②14:00 ③15:00

るための「家計みなおし

8月22日（日）
※8/12締切

相談会」が下記日程で開

7月18日（日）
※7/8締切

催。家計が不安定、先行

各回2組（50分）、1日計6組限定

きが心配…という人はぜ

【参加無料・要予約】※定員になり次第申込終了

ひ参加を。ファイナンシ

ャル・プランナー（ＦＰ）

に、保険の見直しや教育

資金、資産運用、老後の

生活設計などの疑問を個

検索 ←

FP協会熊本支部

後援／熊本県、熊本市、住宅金融支援機構九州支店
別に相談できます。公益

熊本店

主催／ NPO法人 日本FP協会熊本支部
活動なので勧誘等はあり

熊本

出

コロナ禍を乗り越えるための
「家計みなおし相談会」
ません。中止の場合はＨ

押入れ産業

■支

住宅ローン
50,000円
食費・雑費・ウォーターサーバー 75,720円
水道光熱費
26,000円
通信費
（携帯２台・ネット）15,350円
日用品費
20,000円
被服・理美容費・医療費 20,000円
ガソリン代
10,000円
夫・妻小遣い
30,000円
夫保険
12,605円
妻保険
29,000円
子ども保険
11,140円
妻定期積立
30,000円
子ども積立
30,000円
百貨店友の会
10,000円
子ども費（習い事など） 38,200円
合計
408,015円
黒字
13,985円

Ｐで告知されます。

押入れ産業

422,000円

30万円
38万円

参加無料「家計に関する悩みにファイナンシャル・プランナーがお答えします！」

日時

●引越し管理士が在勤
→用途や予算ごとにプランを提案
●丁寧で手際の良い作業が好評
●急な引越しにも迅速に対応
●見積もり無料、詳細は問合せを

置き場所の 困った を解決
防塵性・防カビ性の高いコンテナで
屋内保管。有人管理だから安心です

熊本市内の引越しは、1万1000円（税込）～

自宅のリフォームや引

越しで家具の置き場所に

同社のトランクルーム

困っていませんか？

はサイズが４種類から選

べ、１カ月７７００円～

間から可能です。トラッ

︵税込︶
。預け入れも短期

クでコンテナごと自宅に

持 っ て き て く れ る か ら、

出し入れもラクラク。急

な引越しにも対応。

住所／南区流通団地２ノ

ノ１（ひろせ梱包運輸㈱内）

☎０９６（３７７）２２６１

15

インスタ⇒

■特別収支（年間）
[ 収 入 ］
夫ボーナス
妻ボーナス

187,000円
215,000円
20,000円

計

※個人情報は必要な場合の
み公的機関に提供されます

スコーンとショートブレッドのセット
４５０円＋紅茶。
スコーンは持ち帰りも可

ホッと一息、優雅にテ

ィータイムはいかが？

厳選素材で作るスコーン

と季節のジャムをお供

に、お気に入りの紅茶を

探してみて。ポットで数

杯分提供、ゆっくりおし

ゃべりが楽しめます。

店 内 に は 染 色 工 芸 家、

高津明美さんの作品も展

示。ぜひご覧あれ。

（スコーン・ハンバーグ・サラダ・デザート）※税込

入

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

Tea Room tete（テテ）

住所／菊陽町津久礼2647-1
（デサキ菊陽店近く、美容室ASSORT隣）
営業／11:00 ～18:00、水・木曜休

■収
夫
妻
児童手当

高橋 伸子

紅茶で寛ぎのひとときを

30

Eさんの家計簿（熊本県在住）

夫33歳
（会社員）、妻37歳（会社員）、長女６歳、次女３歳

やりくりで月２万９０００円の
貯蓄増は実現可能

年の中古住宅

出は、そこから転記したのでしょう。
小遣いなど

37

●紅茶（1ポット）
…650円～ ※1人1ポット注文制
●テテランチ……770円（ドリンク別）

☎ 096
（285）
7602

３年前に築

の月ぎめ支出も、
正確に把握できているはず。使

ほかに、月１〜２万円の使途不明金があるよう

どで貯蓄を使い果たし、
手元資

途不明金は、食費・雑費、
日用品費など、日々お

をリフォームし、
２６００万円

金がほぼゼロに。また、コロナ

財布から出ているのでしょうね。
これを抑える

のローンを組んで購入。
結婚

禍で夫が転職することになり

には、
予算を立てそれ以上使わないようにする

ローンや光熱費など預金通帳に記録がある支

なかなか貯蓄ができません。
今

必要があります。
食費と雑費がひとくくりなの

なので、それを一掃しましょう。

回の相談のためにいざ家計簿

は、
お店でレシートが一緒だからでしょう。買い

後、新生活準備や自動車（仕事

を記入すると、計算上は黒字

物の頻度や金額上限などルールを決めてくださ

用）購入、奨学金の繰上返済な

ですが実際は赤字になること

カットができそう。雑費を別途計上しているの

も多く、
急な交際費や日用品に

に、日用品費に２万円は使いすぎでは？ 支出を

い。惣菜やおやつの購入が多いなら、
土日にまと

００円は外貨建ての変額個人

細かく記録し、月予算１万円でのやりくりに挑

め作りして冷凍するなどで、月１万円のコスト

年金、
子ども保険も１万円は夫

戦を。交際費は百貨店友の会の積み立てでもら

妻
（私）保険のうち２万５０

名義の外貨建て保険で、
学資保

使っているのだと思います。

険代わり。
住宅はリフォームし

える買い物券を充てているとか。突発の交際費

以上のやりくりで月２万９０００円の貯蓄増

たとはいえ中古なので、
今後の

を検討。
貯蓄を殖やすにはどこ

が実現。学童保育に通う長女の習い事も適性を

には、月５０００円ずつストックして備えるこ

給

補修費が必要ですし、
自家用車

を見直せばよいですか？

見極めて１つ減らし、
２つに絞りませんか？ 貯

とをおすすめします。

与などが振り込まれる口座は

蓄だけでなくあなたの時間的ゆとりも増え、
心

も８年目で、
そろそろ買い替え

残高がほぼゼロで、
手元にお金

が無いことを心配しています。 の豊かさを実感できるようになると思います。

住宅購入やコロナ禍で貯蓄が激減。どこを見直す？

当日はマスク着用のうえ参加ください

会場／中央区桜町2-17 第2甲斐田ビル2階

（駐車場はありません）

＊新型コロナ陽性者との濃厚接触
者や、発熱・咳・咽頭痛など症状
がある場合等は参加できません

家計のみなおしに役立つ

くらしとお金の
ワークブック
プレゼント！

申込は右QRコードから⇒
1723
☎096（206）

R3.7.18・8.22参加者
限定 ※左QRコードか
ら予約のうえ参加を

月水金10:00〜16:00（祝日除）

オンラインショップ限定 人気の豆が50%OFF！
となりの焙煎所

煎り屋～ IRIYA ～ イリヤ

7月1日～31日、
「おいしいコーヒーをもっと身近に」

【店舗情報】
☎096（240）3173
営／10:00～16:00、
土日祝休
住／中央区黒髪2-28-27
コスモビル1F

Instagram

1杯のコーヒーから、日常の幸せ
を実感して欲しい…との想いか
ら、半額キャンペーン第2弾が決
定！ オンラインショップ限定で、
定番人気の豆が通常価格の半額
になります。豆それぞれの個性を
生かしながら、丁寧に自家焙煎す
る同店。店舗もネットも良い豆が
入り次第品ぞろえをチェンジして
いるので、いつ見ても楽しい発見
がありますよ。
ぜひチェックを。
【半額対象商品の一例】
各100ｇ当たり・税込。詳細はＨＰで
◎ブラジル 550円⇒275円
◎キリマンジャロ 560円⇒280円
•送料/全国一律300円

店舗では1杯分の豆から
購入でき、
その場で淹れてもOK

•支払方法/銀行振込、
クレジットカード
•返品・交換/商品が
不良の場合のみ良品
と交換（7日以内）

HP

在宅 で 働きたい方を募集!
在宅業 務内容

①P C 入 力 ② 物 品 製 造 ③ 軽 作 業
概

要 子 供 が小さくて外で 働くことが 困 難 な 方、心身 障

が い 者、
そのご 家 族 等、何らか の 理 由で在宅 就 労
を希望されている方々を支 援しております。

新 型コロナ時 代 に向けた 新しい働き方
特定非営利活動法人

在宅就労支援事業団

主な お 仕事 内 容
（毛筆・ペン） ■封入作業
■宛名書き
■ポスティング・DM配布 ■検品作業
■PCデータ入力 ■PC採点業務
※その他にも多数内職あり

TEL.096-213-0701 熊 本 市 東 区 下 南 部1-1-72

受 付時間／ 平日10時 ～16時

ht tp:// w w w.jigyodan.or.jp

内閣府認証 厚生労働大臣登録4300001号

