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(有)トータル保険がみなさんにお届けするニュースレターです。

おまえあっての私

Ｋ夫さんは妻と中学二年生の息子
のＴ君と三人暮らしです。これまで
三人は仲良く幸せに暮らしてきま
したが、最近、Ｔ君の学校からの帰
りが次第に遅くなり、言動も目立っ
て乱暴になってきたのです。
両親は心配でたまりません。
『非行』
の二文字が頭をよぎります。その日
も夜遅く帰ってきたＴ君に、最近の
事を厳しく問いただしたのでした。
そ の 時、 Ｔ 君が 突然 、「う る せえ 。
こんな家、出ていってやるよ」と言
いながら、お母さんを押し倒さんば
かりの勢いで、家を出ていったので
す。その夜、とうとうＴ君は帰って
来 ま せん で した 。そ して 次 の日 も 。
「何を考えてるんだ、あいつは。帰
ってきたら、根性をたたきなおして
やる」といらだつ父、それとは対照
的 に 、「ど うし て？ な ぜ？ 」 とふ さ
ぎ込む母。ただ時間だけが過ぎてい
きます。その時ふと、Ｋ夫さんの脳
裏に浮かぶものがありました。自分
が中学生の時、ちょっとしたことが
原因で、父親に悪態をつき、家出を
したこと、また、学校で問題を起こ
し父親が学校に呼び出されたこと
など、苦い思い出がよみがえってき
たのです。Ｋ夫さんが高校を卒業す
るころ、迷惑をかけてきたその父親

が重い病に倒れ、闘病の末、いよい
よ最期という時を迎えました。父親
がＫ夫さんを呼び寄せ、手を握り、
「おまえが生れてくれたおかげで、
わしは親になることができた。おま
えのおかげで、わしは父親としての
働きができた。おまえあってのわし
であった」と。親孝行の一つもでき
なかった自分に「おまえあっての
私」と言い残し、旅立っていった父。
その父の手のぬくもりが、今なぜか
しら、しのばれるのでした。
Ｔ君が出て行って三日が経ちまし
た。友達にも聞き、学校にも連絡し、
この三日間は生きた心地がしませ
ん。
「このまま帰ってこないのでは。
何かの事件に巻き込まれたのでは。
も し かし て 、自 らの いの ち を… 」。
あらゆる恐ろしいことが浮かんで
きます。二人には祈ることしかでき
ませんでした。心身共に疲れ果てた
四日目の朝…。
ガ<チャ 玄>関が静かに開いて、Ｔ君
がうつむき加減で帰ってきました。
お母さんは言葉が出ません。お父さ
んは、Ｔ君の前に仁王立ちになり、
右手を高く振り上げ、こぶしを握り
ました。一瞬、空気が張りつめまし
た。次の瞬間、しかしその右手は、
ゆっくりと降り、Ｔ君の体を強く抱
きしめたのです。
両腕でしばらく
抱きしめ、そして、
「風呂に入りなさい」
の一言を言ったのでした。

頼りになるプロ集団！

遊佐町 及川 正明さん

定期的な訪問の中で、様々な情

報を届けてくれますし、色々と気

になることがあれば相談をして

います。しっかりと答えてくれま

す。

火災保険がきっかけで、自動車

保険、医療保険などをお任せして

います。任せている方としては、

何でその補償が必要なのか？必

要と思われる補償についてアド

バイスをくれる、これをきちんと

説明してくれると、こちらとして

もとても安心して任せられます。

今後は、人生の終末アドバイ

ス、介護のアドバイス等、全てに

関するアドバイスをいただけた

ら嬉しいですし、期待したいで

す。

及川さんは、遊佐のマックスバリュー

の中で飲食店をされています。私は、

及 川 さん の作 るお 好み 焼き が大好 き

です。ポイントはイカですね♪

是非食べに行ってみてください！

大川 優平

・遺産分割、相続アドバイス

◆主な資格

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ（AFP）

損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

相続診断士

住宅ローンアドバイザー

公的保険アドバイザー

シリーズ 「老後貧乏」「老後破産」にならない方法①

夏休みは長いのだから、今すぐに宿題を始めなくても「なんとかなるさ！」と

のんびりしていて、
夏休みの最終日に泣きながら宿題をやったという子どもの

ころの苦い思い出のひとつやふたつお持ちの方も多いのではないでしょう

か？

夏休みは必ず終わります。そして、先延ばしをしていた宿題は手つかずのまま

実は、老後も夏休みと同じです。老後は誰にでも必ず

訪れる事実であり、定年という期限を迎えるまでに

やっておかなければならないことがいくつかありま

回サラ川を彩る傑作の数々をご紹介します。

ければ、
「老後貧乏」という形でツケを払うことにな

句。

オレのものだ マイナンバー

⑤ 福沢を 崩した途端 去る野口

④ 娘来て 「誰もいないの？」 オレいるよ

③ キミだけは

② じいちゃんが 建てても孫は ばあちゃんち

① 退職金 もらった瞬間 妻ドローン

今回は第一位から五位をご紹介します。

第

日本全国三九、五五一句の中から選ばれた優秀

ってきます。

るかもしれません。

公的保険アドバイザー 大川 淳

健 康 ダ イ エ ット

・ねんきん定期便活用方法

残され、泣こうが喚こうが大きなツケとしてのしかか

ビとる姿をうん

痩 せる ため の行 動や 食事制 限の イメ ー 野 菜を最 初に食 べるこ とで 過食の 予防 、

脂肪をうまく取り入れる

ジが強い“ダイエット”ですが、実は、 血糖値の急な上昇を防ぐため肥満予防に
美容や健康のために体調を管理するとい つながります。
う広い意味を持ち合わせています。
脂質はエネルギー源である
食べないことの健康へのリスクは？
無理な食事制限では食べない分痩せま とともにビタミンＥなど美容
す が、決 して健 康的と は言 えませ ん。 必 に かかわ るビタ ミンも 含ま れます 。糖 質
要 な栄養 を補え ない場 合、 私たち は体 に は 、から だを動 かすエ ネル ギーの もと と
蓄 えたた んぱく 質を取 り崩 しなが ら活 動 な ります 。糖質 をエネ ルギ ーに変 える と
します。そのため筋肉が細る、骨が弱く きになくてはならないのが、ビタミン

る ことが 大切で す。一 方、 夕食後 は活 動

ダ イエ ット 中で も朝 食をし っか り食 べ

なる、貧血気味になることが考えられま で豚肉などに多く含まれています。
す。つまり私たちは食事で栄養を補い、 朝食をしっかり食べて、夕食は控えめに

・家計の見直し

す。もし、
「なんとかなる」とやるべきことをやらな

１００

日々の健康を保っているのです。

・マネーセミナー講師

あなたは子どものころ、夏休みの宿題を計画通りに終わらせる派でしたか？
２９

野菜をたっぷり食べる

◆お手伝いできること

はっぴーカフェ：暮らしとお金のミニ情報

サラリーマン川柳

Ｂ１

野 菜に は食 物繊 維と 豊富な ビタ ミン 類 量 が少な いため 、夕食 は比 較的カ ロリ ー
が 含まれ ていま す。お なか の善玉 菌の エ 控 えめの 食事を するこ とを おすす めし ま

朝 9 時から夜７時まで

サ となる 食物繊 維は、 腸を 刺激し 排便 を す 。上手 に食べ て健康 ダイ エット を目 指
促す働きがあります。また、食事の際に しましょう。

◆営業時間

