投資を始める必要なし。
元本保証の運用でいくべき

152,260円
82,740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

３年前に話題を呼んだ「老後資金２０００
万円説」が気になるのですね。これは高齢無
職世帯の平均月収約 万円に対し、平均支出
が約 万４０００円、という厚労省資料に基
づく金融審議会の試算によるもの。毎月の赤
字が 年続くと約２０００万円の老後資金が
必要というわけです。でも、Ｍ家は月収 万
５０００円に対して支出は約 万２０００
円。特別支出を月割りにしても、平均約６万
７０００円の黒字です。焦りを感じる必要は

近年のがん保険は治療
の変化に伴い大きく変わ
っています。一時金での
受取、通院対応など現在
のがん治療に即した保障
内容になっており、以前
加入してそのまま…とい
う人はぜひ相談を。
同社では最新のがん保
険について分かりやすく
説明。最適な保険選びを
サポートしてくれます。
営業／午前９時～午後６

０１２０・１９８・４６６

時、予約優先、Ｐあり

平成大通り

国道３号線

プレゼント!

※画像はイメージ

自分だけのパールスタ
イリングを楽しめる「マ
ダマ」の期間限定販売会

真珠の中に埋め込んだ

が開催されます。

オリジナルクラスプを使
ったモジュール（パーツ）
を 組 み 合 わ せ る こ と で、
シーンや気分に合わせて
自 由 に コ ー デ ィ ネ ー ト。
自然が育んだ希少な無調
色真珠の色味と形を最大
限に活かした、他にはな
いデザインが魅力です。

◦詳細・
申込⇐

R4.9.21 ～ 9.26まで

アクセサリー売場
小学生以上なら参加ＯＫ、上位３チームには賞金もあり！
※荒天中止、雨天時は競技内容を変更して実施予定
＊申込締切：９月28日（水）17:00まで！ 上記QRから

今秋、医療保険や社会

水鉄砲で相手の的を撃
ち抜いて競い合う新感覚
アクティビティが、玉名
市鍋松原海岸で開催！
小学生以上なら誰でも参
加ＯＫ、親子や友だち同
士で盛り上がりましょ
う。予選・決勝で勝ち進
む と 表 彰 ＆ 賞 金 も あ り。

鍋松原ウォーターサバイバ

申込は下記ＱＲから。

ルゲーム大会運営事務局
☎０９６８（７３）２２２２

会場／鍋松原海岸（玉名市岱明町鍋）

【問】☎096（327）3557

「ヤマグチ ナツ」さんの
イラスト入りエコバッグ

参加資格：小学生以上（１チーム５人で構成されたチーム）
募集：先着60チーム 料金：3000円/チーム（税込）

時間／ 10:00 ～ 19:00
※金・土は19:30まで
※最終日は17:00まで
＊カーナビ「磯の里（0968-57-2700）」を設定

お得!!
9月21日
（水）
～26日
（月）

第５回鍋松原ウォーターサバイバルゲーム大会
「水合戦」

本館1階 アクセサリーイベントスペース

鶴屋

主催／玉名市

至東バイパス

「マダマ」
ポップアップショップ
鍋松原海岸で、いざ「水合戦」
！

お子さん連れもOK、キッズスペース完備
↑HP
●無理な勧誘は一切
ありません！

〔南区江越1-1-5-1階〕
出張相談会は、はません店・光の森店のみ。
※地区により対応できない場合があります

1 0120・157・708

「マダマ」商品を3万円（税抜）
以上購入の先着20人に

「マダマ」ポップアップショップ

10月１日（土）9:00（受付7:30～8:30）

保険が大きく変わりま

本当に

す。この機会に保険を見
直しませんか？

必要な保障を受けられて
いるか、プロに相談を。

時、

月８日

店舗の相談会は、９月
日（水）から

（ 土 ）。 時 間 は 午 前

正 午、 午 後 ２ 時、 ４ 時、
６時。３店同時・毎日開
催。都合に合わせて来て

時～午後８時

1 0120・035・117

プレゼント！

検索 ←

く れ る 出 張 相 談 も あ り。

営業／午前

1 0120・020・400
相談予約をして、クーポン提示で

●八代店（本館2階）

3店舗で利用可、初回のみ、
1家族1枚扌
R4.9.21 ～ 10.15まで

キタムラ ●

●光の森店（本館2階）

久原本家 茅乃舎だし

白山通り

内容充実、最新がん保険
各相談会は無料・要予約。

●はません店（本館2階）

保険プラザ (株)プロテック

●生活状況に応じたベ
ストな保険商品を提案
インシュアランス ●
・クリエイトくまなん本店

●相談無料、土日祝も営業。オン
ライン相談も実施中
サンリブ
●くまなん

同社で保険をオーダーメイド
TSUTAYA ●

【ゆめタウン内の各店】
リビングく～ぽん

300万円
200万円
400万円

ありません。今が 年続けば元金だけで１６
００万円以上貯蓄が増えます。預金や保険資
産を合わせると２５００万円以上ですが、生
活費以外の出費を考えることも大切です。
まずこの先 年から考えましょう。生活費
以外の支出（家の補修や冠婚葬祭、レジャー
など）にいついくら使い、医療費含め不測の
事態にいくら備えるか計算を。いざというと
きの資金が確保できそうなら投資の必要な
し。資産形成期であればリスクを承知の上
で、コツコツと投資する場合もありますが、
投資経験のない高齢世代は元本保証の運用が
◎。応援したい会社があるなら、余裕資金で
株主優待や配当期待の株式投資を。
家計はよく引き締まっています。あなた自
身の趣味など楽しいことに、もう少しお金を
使いませんか？ 自己投資も大切です。

10

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
23

インシュアランスクリエイト
検索 ←
ゆめあんしんプラザ

10

夫67歳、妻67歳

■特別収支（年間）

老後資金の相談で応募し
ました。今は夫婦二人、年
金生活。 代で家やお墓を
建てたりしたので、手元に
は預金が５００万円ほどし
かありません。少し前の
「老後２０００万円必要」
というニュースから、この
ままではいけないと焦りを
感じています。少し前に私
（妻）がガンになり、治療
費が予想以上にかかりまし
た。今は完治し、ひと安心
しているところです。
これからは、ＮＩＳＡな
どの投資を活用して、貯蓄
を殖やしていきたいと思っ
ています。そうは言うもの
の、投資のやり方など、よ
く分かっていません。老後
の資金を早く貯めるには、
どのようにしたらいいので
しょうか？ 毎月の収支に
もアドバイスがあれば、い
ただけると幸いです。光熱
費と固定資産税が安いのは
二世帯住宅だからです。
20

21

合計
黒字

15

■貯蓄残高

26

募集代理店（株）
インシュアランス・クリエイト
10

計

夫普通預金
妻普通預金
夫終身保険

20

保険プラザ（株）
プロテック
募集代理店

■支

50,000円
6,000円
14,000円
5,000円
10,000円
5,000円
3,000円
5,000円
30,000円
10,000円
3,600円
2,400円
1,900円
6,360円

］

2万2300円
1万800円
5万円
9万円
1万円
[ 支 出
固定資産税
自動車税
車検代
夫終身保険
冠婚葬祭費
出

］
235,000円

入

食費
（外食費含む）
光熱費
通信費
日用品費・雑費
医療費
被服代
理美容費
ガソリン代
夫小遣い
県民共済
国民健康保険料
夫介護保険料
妻介護保険料
車保険料

30

Mさんの家計簿（熊本県在住）

老後資金をさらに殖やすには、やっぱり投資？

[ 収
なし
140,000円
95,000円

入
■収
夫年金
妻年金

30

1

あなたの保険、大丈夫？
21

土曜日
2022年9月24日
＜19＞

