コツコツ貯めたお金を有利に運用しようと、

子育てやセカンドライフの夢を
夫婦でよく話し合って
昨年結婚。私は独身時代か

ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏ、
ふるさ

婚時は貯蓄ゼロだったとか。今も家計にはノー

婚まで実家暮らしで、
給料をすべて親に渡し、
結

外投資も始めているのですね。
一方、ご主人は結

ら老後を考えてコツコツ貯金。 一般的な金融商品だけでなく、不動産投資や海

と納税なども積極的に行って

や金額について、勤務先の人事労務担当窓口に

料負担ですね。まず、
育児休業給付金の受給条件

目下の心配ごとは、出産後の収入減少と保育

タッチ。
お金関係は妻におまかせのようです。

います。
今は子どもがいないの

でフルタイム勤務ですが、
将来

稚園までの子育て費用は、
私の

は子どもが1人欲しいです。
幼

貯金を使う予定。
しかし、
産休・

また私には、 歳頃（余裕が

が大切。保育料も調べて毎月の収支見込みを計

保険料も免除されるので、手取り額を知ること

業手当金は非課税で、
健康保険や年金など社会

育休時に私の収入が減ったら、 確認すべきです。もし３割の減収があっても休

あればもっと早く 歳で）
リタ

算し、夫のボーナスからいくら補てんすればよ

まで実現可能でしょうか？

無謀かもしれませんが、
今のま

金の話から入らず、子育てやセカンドライフの

でライフプランを立てるチャンス。いきなりお

す事態にはならないでしょう。
妊娠・出産は夫婦

資産運用のうち、
ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏは、
夫

家賃は私の会社から半額手当

約だそう。詳細不明ですがリスキーと言わざる

の積立年金保険に月５万円以上を 年間払う契

保険は加入したら安心
ではなく定期的な見直し
が重要︒今はさまざまな
保険があるので︑比較検
討しながら自分に合った

同社はあなたのライフ

保険を選びましょう！

プランに応じて︑最適な
保険選びをサポート︒来
店相談︑オンライン相談

最小限の４本で多くの歯

埋入するインプラントが

があるとか？

めのインプラント治療法

︱︱ 歯 を 失 っ た 人 の た

いた症例も治療が可能な

技術や経験により諦めて

最新の医療設備︑医師の

型インプラント治療﹂は︑ 門性の高い治療法であり

前田

場合もあります︒当院の

すが︑インプラントは専

などの相談も受けるので

入本数が少ないので従来

い︑④インプラントの埋

採用により安全性が高

減︑③ガイドシステムの

低く身体への負担を軽

大幅に短縮︑②侵襲性が

が入り治療期間・回数を

間ほどで治療当日に仮歯

前田

移 植 が 必 要 と 言 わ れ た ﹂ トはありますか？

な い と 診 断 さ れ た ﹂﹁ 骨 ﹁１日完結型〜﹂のメリッ

ンは大切ですね︒ほかに

︱︱ セ カ ン ド オ ピ ニ オ

ただきたいですね︒

ます︒諦める前に相談い

ー上で︑インプラント埋

ています︒コンピュータ

タルシステムを取り入れ

サージェリーというデジ

前田

ドシステムとは？

︱︱ メ リ ッ ト ③ の ガ イ

療が可能になりました︒

間の制約がある方にも治

多忙な職種の方など︑時

治療期間の短縮化によっ

も行っています︒気軽に

ンプラントの無料相談会

医師に相談できたり︑イ

的なトラブルを回避でき

ラント周囲炎などの将来

せず小さな穴を空けての

例によっては歯肉を切開

高い手術が可能です︒症

い エ ン ジ ニ ア や 船 乗 り︑ れることがなく正確性の

て︑長期の海外出張が多

ご相談ください︒

るので︑位置・方向がぶ

をシミュレーションでき

橋
代継

当院では︑ガイド

当院ではＬＩＮＥから

るメリットも！

んの負担も軽減︒インプ

の後遺症が少なく患者さ

手術も可能なので︑術後

を取り戻せます︒総入れ

インプラント症例は３０

入位置や角度・深さなど

①手術時間は２時

歯が合わない︑虫歯や歯

００件を超え︑インプラ

の治療法より費用が安い

シャ
ワー
通り

ガイドシステムとは

周病で歯を残すことが難

ント埋入総本数は６００

事が挙げられます︒①の

は い︒﹁ １ 日 完 結

しい︑ほとんどの歯を失

０本以上︵２００７〜２

下通り

０２１年︶の実績があり

っている患者様におすす

﹁インプラントはでき

めの治療法です︒

平成大通り

採寸〜生地選びは１時間程で完了。２ピース
４万円〜。レディーススーツも気軽に相談を！

インプラントは無理と
診断された⁝でも諦めないで！

も実施中︒土日祝も営業︑
相談はいつでも無料︒

al

やっていけるか心配です。

イアし、
老後をゆっくり自分の

人生１００年時代なので厳し

夢を共有し、実現の道筋を一緒に考えましょう。

ペースで過ごす夢があります。 いか把握を。おそらく独身時代の貯蓄を取り崩

夫婦共に旅

行や居酒屋巡りが好きで、
レジ

にもお勧め。でも、
不動産投資や海外投資は難易

いでしょうか？

ャー・外食費は高め。
外食費は

それぞれの昼食代も含みます。 度高め。特に海外投資は、日本に支店がない海外

が付き、この金額。携帯電話は

営業／午前９時〜午後６

2 人分

みそ…………大さじ 1
おろしショウガ…適宜
湯…………… 300ml

絹ごし豆腐 ……………100g
ちりめんじゃこ…………適宜
ホウレンソウ（青菜）…40g

.1g

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

の投資は大胆すぎ。
「うまい話に落とし穴」を肝

作り方

品質を保ちつつ透明性の高い治療費
「１日完結型インプラント治療」
●上顎総額…220 万円〜（税込）
●下顎総額…220 万円〜（税込）

青菜をゆでておくと、マグカップ
1 つでできる簡単スープ。受験生
の夜食やちょっと小腹がすいたと
きにもおすすめです。

治療費について

豆腐とじゃこのふわふわ味噌スープ

※自由診療 ※インプラントの保証制
度あり インプラント（土台）…５年間、
被せ物…２年間

1人当

熊本パール総合歯科

■貯蓄残高

私は会社支給のため負担ゼロ、 をえません。夢は無謀ではないものの、
そのため

国道３号線

ファーストスーツフェア

70万円
1300万円
70万円
36万円
200万円
20万円
夫普通預金
妻普通貯金
妻NISA
妻iDeCo
妻海外投資
妻500円玉貯金

夫は格安スマホが嫌でキャリ

０１２０・１９８・４６６

時︑予約優先︑Ｐあり

NEW オーダーで叶える理想の一着。
OPEN

5万円
5万円

に銘じ、「急がば回れ」でいくほうが健全です。

たり

55kc

塩分1

線

「１日完結型インプラント治療」は埋
入するインプラントの本数が最小限
（４本〜 6 本）で片顎すべての歯を支
える治療法です。上のレントゲン写真
は、上顎の１２本の仮歯を４本のイン
プラントで支えています

Vol.65

健康レシピ

1日完結型インプラント治療
1
●
リバーサイド
ホテル

ぴたりと合ったスーツは、相手に信頼
感を与え自分の自信にも繋がることで、
ビジネスシーンで活躍します。正しい着
こなしのマナーも教えてくれますよ。早
めの相談で豊富な生地から選べます。２
月16日までのフェア期間中、先着10人
にネクタイをプレゼント。ぜひ、この機
会に入社・新入学の準備をしましょう。

☎096（324）
0202
営／12:00〜19:00、不定休
住／中央区紺屋今町4-28
KM第8ビル１階
インスタは＃lagiacca.japanで検索

日本歯周病学会認定歯周病専門医
3号
国道

● ラ・ジャッカ

前田 明浩 理事長
マクドナルド
●
サンロード新市街
ベスト電器 ● ●
スターバックス
コーヒー

La Giacca ラ・ジャッカ

お子さん連れもOK、キッズスペース完備
↑HP
至東バイパス

●無理な勧誘は一切
ありません！

〔南区江越1-1-5-1階〕

科
歯
検索 ←
インシュアランスクリエイト

夫33歳（会社員）、妻30歳（会社員）

アにもこだわりがあります。

キタムラ ●

1. ホウレンソウはさっとゆで、水
気を切り、3cm 長さに切っておく。
豆腐は粗く崩しておく。
2. 器（マグカップなど）に（1）
、
じゃ
こ、
ショウガ、
みそを入れ、湯を注ぎ、
混ぜる。

材料

●ベストな保険商品の
組み合わせを提案
インシュアランス ●
・クリエイトくまなん本店

●専門スタッフが保険の仕組みを
分かりやすく説明
サンリブ
●くまなん

60

55

監修・協力／日本赤十字社
熊本健康管理センター
レシピブック「元気ごはん」より

カラダ
が喜ぶ

白山通り

同社で保険をオーダーメイド
TSUTAYA ●

募集代理店（株）
インシュアランス・クリエイト

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

100万円
160万円
200,000円
夫
240,000円
妻
妻不動産収入（家賃） 94,000円
534,000円
計

■特別収支（年間）
[ 収 入 ］
夫ボーナス
妻ボーナス
入
■収

多くの歯を失った人のための
1日完結型インプラント治療
自分に合った保険選びを！
1

Tさんの家計簿（福岡県在住）

子どもは１人希望。60歳頃にリタイア可能？

[ 支 出 ］
車検代
ふるさと納税
■支
出
家賃
（駐車場代込）
52,500円
食費・外食費
61,000円
水道光熱費
13,000円
通信費・携帯1台
18,000円
医療費
10,000円
ガソリン代・レジャー費 40,000円
交際費
10,000円
日用品・雑費・理美容費
22,000円
夫・妻小遣い
（被服費込） 37,000円
妻生命・医療保険
16,000円
夫生命保険
10,000円
妻NISA
15,000円
妻iDeCo
23,000円
妻海外投資
51,000円
妻不動産ローン・経費
100,000円
合計
478,500円
黒字
55,500円

25

土曜日
2022年1月22日
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