自立に向け、給与で
住居費を確実に払える計画を
コロナ禍での減収はなかったものの、「明日は

の着いた生活を、と決心。お金

コロナ禍をきっかけに地に足

す。家に３万円入れていますが、
一人暮らしの時

る「他力本願節約」の様相が強く、先々が心配で

う。心がけはよいですが、
実家に戻ったことによ

家庭はありませんが、
今年 月

新築マンションを購入予定。

第一歩に、
賃貸暮らしをやめ

になったのは、ボーナスを使い切るのをやめた

及びません。貯蓄がほぼゼロの状態から 万円

０００円弱なので、自助努力分は７０００円に

減額は月５万５０００円。毎月の黒字が６万２

ローンで購入したいです。
少し

り、
２ＬＤＫ程のマンションを

給付金〞
が 万円出ることもあ

年控除、
さらに
〝すまい

車場代も住居費と認識して、ローンの借り入

マンションですから、
管理費や修繕積立金、
駐

マイホーム取得後に備えることも大事ですよ。

からでしょう。今のうちに毎月の支出も見直し

い。購入額は未定ですが、親に

今は引っ越しに備え実家住ま

がる資格を身につけたり、自分磨きをすること

き。定年まで働く計画のようなので、
増収につな

ナスではなく、給与で確実に払えるようにすべ

ｉＤｅＣоやＮＩＳＡにも

ってしまうので、 歳まで引き

お金があるとすぐ使いたくな

ら、自立した生活も目指しましょう。

がかりのようですが、マイホームを購入した

挑戦しようと調べている最中。 は自分で貯めてくださいね。住宅の頭金等も親

保険料の負担もないようですが、買い替え資金

万円ずつ 年で返済予定です。 も大切です。マイカーは親からもらい、自動車

頭金を出してもらい、
月６〜７

前までは賃貸で独り暮らしで、 れ、返済計画を立ててください。住居費はボー

税が

末までの契約で住宅ローン減

産形成に励むことにしました。 と比べ、
家賃や駐車場代、食費、
光熱費などの削

の使い方を見直して将来の資

金と時間をかけてきましたが、 わが身」の思いから、
家計の見直しに着手したよ

歳で独身。
趣味の旅行にお

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

Ａを始めようと思っています

め、軌道に乗ってからＮＩＳ

出せないｉＤｅＣоをまず始

は預貯金で確保を―。

活費３カ月分の基礎財産と車の買い替えの資金

ｉＤｅＣｏ↓ＮＩＳＡ、の順序は◎。でも、生

ローンを払いながら投資を始める予定とか。

令和3年10月期受講生募集中、
再就職に役立つスキルが無料で身につく！

8月4日
（水）
・18日
（水）
オープンキャンパス

無料のお肌診断
実施中です！
ゆめタウンはません１
階サービスカウンター横
にオープンした、化粧品
専門店「ベル クオーレ」。
店名の意味はイタリア
語で“美しい心”。「化粧
品を通じてお客様に美し
くなっていただきたい」
との想いで、こだわりの

肌の水分量や肌状態の

セレクトが並びます。

チェック・パーソナルカ
ラー診断も無料で気軽に
受けられるのでぜひ。

ついて、訓練や実習内容

ています。修了生は新た

細かな就職支援を実施し

「 訓 練 受 講 中 も、 き め

の説明が行われます。

再就職を目指す人を支

受講料無料で、
初心者も大歓迎

援する「ポリテクセンタ

活躍中です」とスタッフ。

ー熊本」。「機械系」「電気・ な就職先で即戦力として

まずはぜひ説明会へ。

三ツ石駅

電子系」「居住系」を中心

黒石駅

とした多彩な訓練コース
で、再就職に役立つスキ

日（木）受付締切

ルを無料で学べます。

月期受講生募集に合

８月
の

わせ８月４日（水）・ 日

スを実施。右記の５科に

（水）にオープンキャンパ

飛
田
バ
イ
パ
ス

７月９日の協定締結式の様子

熊本県内オールトヨタ

給電車両を無償貸与する

（６社）は、県と災害時に

県庁で行われた協定締

協定を結びました。

結式では、ネッツトヨタ
熊本の井上雄一朗社長が
代表でサイン。同時に「豪
雨や地震を経験した熊本
だから、締結後も協議を
重ね“進化する協定”を目
指したい」と熱く語って

問合せは熊本県内オー

くれました。

ルトヨタ各店舗まで。

☎ 096（242）6614 ※土日祝休

■貯蓄残高

が、それでよいでしょうか？

※上記参加後、訓練の受講を希望する場合は、
ハローワークを通しての申し込みが必要です
・防災力の向上…熊本県オールトヨタが共催の「元気だけん！
くまもと県プロジェクト」を通じて防災の意識啓発
など

〔合志市須屋2505-3〕

前日までに電話で申し込み下さい
イメージキャラクター
「ハロトレ」くん
・停電発生時の給電対応…避難所や販売店舗で給電

須屋駅
肥後銀行
●

・申込
・給電車両の貸与…燃料電池・電気・ハイブリッド自動車など
（例：プリウスPHVはガソリン満タンで一般家庭の４～５日分の電力）

ポリテク ●
九州
自動 センター熊本
車道
●
ローソン

「電気設備サービス科」
「住宅リフォーム科」
「ビル設備サービス科」
職業訓練を通じて仕事に必要なスキルを
身につけ、新たな就職やキャリアアップに
つながるよう、全力でサポート。託児サー
ビス制度を利用した訓練受講も可能

「災害時における給電車両の貸与等に関する
協定締結式」協定内容一例

■問い合わせ／訓練課受講者係

8 月 4 日・18 日 13:00 ～ 16:00
・日時
ポリテクセンター熊本
・場所
・対象者 再就職を目指す求職者
・参加費 無料 ・持参物 筆記具
・内容 「溶接加工科」「生産ラインメンテナンス科」

「ハロートレーニング～急がば学べ～」

オープンキャンパス（公共職業訓練説明会）
ナフコ ●

26

検索 ←
ポリテク熊本

ポリテクセンター熊本
熊本職業能力開発促進センター

25万円
普通預金

30,000円
10,000円
9,000円
12,000円
15,000円
7,000円
8,000円
5,000円
6,000円
3,600円
24,240円
129,840円
61,160円
実家へ
外食費
通信費
日用品費
交際費
医療費
被服費
理美容費
ガソリン代
生命保険
習い事代
合計
黒字

3万6000円
７万円
出

「百聞は一見にしかず！就職率は 9 割以上」
おどり寿司
●

熊本県内オールトヨタ

18
毛穴の黒ずみやざらつきを取
り除き、肌を引きしめる毛穴・
角質ケアローション

営業／ 9:30 ～ 21:00
☎096（370）
1170

災害時に役立つ給電車両

10

【夏のイチオシアイテム】
カネボウ リサージ
『ディープクリーン
ローションa』3850円（税込）

取扱い化粧品
【資生堂】
クレ・ド・ポーボーテ
ベネフィーク
【カネボウ】リサージ

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
25

ゆめタウンはません1階

本人30歳（会社員）

11

50

35

cosmetics Bel cuore

191,000円

］
計

[ 支 出
自動車税
車検

65万4000円
186,000円
5,000円

］

■支

■特別収支（年間）
入
■収
30

13

化粧品専門店OPEN！

Kさんの家計簿（熊本県在住）

マンションローン返済に向けてのやりくりは？

[ 収 入
ボーナス
本人
交通手当
60

土曜日
2021年7月31日
＜17＞

