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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。

息子から学んだ
優しさ
幼稚園に通っていた息子を迎えに
行った帰り道でのことです。その日
は近くの公園に立ち寄り、息子は何
人かのお友達と鬼ごっこをしなが
ら遊んでいました。私はその横で他
のお母さん方と一緒に、子どもたち
の様子を見ながらおしゃべりをし
ていました。しばらくは皆仲良く遊
んでいたのですが、突然一人の男の
子が息子の襟をつかんで引っ張り
回し、息子の首が絞まりそうになっ
たのです。驚いた私とその子の母親
が止めに入り大事に至らなかった
ものの、その場は皆帰ることにしま
した。日頃から何かと息子にちょっ
かいを出し、追いかけ回したり、持
っている物を取り上げたりするそ
の子の行いを見てきていた私は、腹
立たしい気持ちが抑えきれず、息子
に「ひろし君はいつも嫌なことばか
りして、うっとうしい子だね」と、
言ってしまいました。すると、息子
は即座に「お母さん、ひろし君は僕
におもちゃを貸してくれたりする
し、ひろし君にも良いところがいっ
ぱいあるんだよ。そんなこと言った
らいけないよ」と言うのです。てっ
きり同意してくれるものと思って
いた私は、一瞬戸惑いながらも、
「ば
かなことを言ってしまった」と反省

すると同時に、何とも言えないあり
がたい気持ちになりました。幼い息
子の口からお友達への優しい思い
が伝わる言葉が出たこと、人の悪い
ところではなく、良いところを見る
心を持っていてくれたことに、私は
言葉では言い表せないほど感動し、
うれしさでいっぱいになったので
す。それまでの私は、嫌だと思う人
とは距離を置いていましたし、気が
合うと思っていた人でも、嫌な面が
少しでも見えた途端、その人のこと
が良く思えなくなり、うまく付き合
うことができませんでした。そのた
め、周りの人と深く関わり合うこと
なく表面的な付き合いしかできて
いなかったのです。けれど、この時
の息子の言葉が、人とのつながりの
上で大切なことを教えてくれまし
た。それからは、その人その人の良
いところを見つけ、良いところをみ
ることを心掛けるようになりまし
た。すると、交友関係も広がり、人
との出会いがとても楽しいものに
なったのです。私たちは生活の中で
たくさんの人と関わり合いながら、
いろいろなことを学ばせて頂いて
いますが、大人だけでなく、子ども
からも教えられることがたくさん
あることを知りました。これからも
息子に教えてもらった「どんな人に
対してもその人の良い
ところを見る心」を忘
れないよう、心掛けて
いきたいと思います。

Ｔ・Ｙさま

事故の時の対応に感謝

鶴岡市羽黒町在住

だいぶ前（昭和）の事ですが、自

動車保険をかけるため、当時の安

田火災（現、損保ジャパン日本興

亜）に行ってかけ始めたのがきっ

かけでした。

その後、担当者が変わり数年が経

ち、ある日事故に合いました。

相手方の主張が思っていた内容

とは違い難儀していました。

その時、親身に相談に乗っていた

だき、無事解決することが出来ま

した。本当によく調査をして動い

てくれていることを感じました。

さらには、息子の事故の時も相談

にのっていただけたのが今でも

思い出されます。これからも引き

続き家族共々よろしくお願いし

ます。

ビ姿をうん

★咳の役割って？

気 道 過 敏 症

★外からの刺激を受けやすい「気道」
暖冬かと思えば、急な寒波で大雪になり、 咳は、肺や気管などの呼吸器を守るため
春 の陽気 が感じ られた かと 思えば 冬に 逆 外 からの 異物を 除こう とす る反射 でお こ
戻 りとい う日が 続いて 、体 調管理 も思 う り ます。 また、 気道の 表面 は粘膜 で覆 わ
よ うにな りませ ん。風 邪を 引いた まま 咳 れ て細か い毛が ウィル スや 細菌、 ほこ り
が なかな か治ま らない とい うこと はあ り な どの異 物をか らめ取 り、 痰とし て外 へ
ませんか。咳喘息（せきぜんそく）を疑 排泄する役割もあります。
ってみましょう。私たちの体の中で気温 ★咳喘息とは？
の変化や外からの刺激に対して影響を受 咳喘息とは、咳が長く続く

・ねんきん定期便活用方法

・遺産分割、相続アドバイス

断を受けることが大切です。

◆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

画を立て、実行すれば、老後資金を貯めるための時間は十分あります。

ただし、この『きちんと』というのが難しいのです。計画自体が間違っていた

ら老後貧乏まっしぐらということにもなりかねません。
老後資金の計画を立て

・老後生活にいくらかかるか知らない

・老後の収入がいくらあるのかを知らない

・住居費にお金をかけすぎている

・ムダな保険に入っている

・お金の貯め方・増やし方を知らない

来月から、5 つの落とし穴をふさぎ、老後資金を貯め

回サラ川を彩る傑作の数々をご紹介します。

日本全国三九、五五一句の中から選ばれた優秀

シリーズ 「老後貧乏」「老後破産」にならない方法③

ずっと寝たママ ごろん丸

句。

さあ、
「なんとかなる」はもう卒業して、自分の老後は自分で支えるという主

体性を持ちましょう。老後貧乏にならないために、あなたがやれることはいっ

」

言えるあなたは 勝ち組です

⑤ 元気出る 魔法の言葉 「孫来るよ」

④ じどり棒 味はタレかと 聞くじいちゃん

③ 「出来ません

② どうなった？ 「確認します」は やってません

① トライして

今回は５作をご紹介します。

第

るための具体的な計画のつくり方を解説していきます。ていなければ、結果と

１００

け やすい 個所に 気道が あり ます。 気道 と 病 気で「 空（か ら）咳 」と 呼ばれ るも の
は、鼻の穴から口、喉、気管、気管支な です。痰の絡まない乾いた咳が続きます。

・家計の見直し

るためには以下の「5 つの落とし穴」をふさぐことが肝心です。

！！

ど からな り肺に 通じる 空気 の通り 道を い 就 寝時に 咳込ん だり、 寒暖 の差、 煙な ど
い ます。 気道は 、呼吸 を行 う上で 吸入 さ で 咳が出 やすく なりま す。 発作が 激し く

・マネーセミナー講師

定年まで数年、あるいは数十年というこれから老後を迎える人は、きちんと計
２９

れ る刺激 （例え ば、た ばこ や線香 の煙 、 な ると胸 の痛み や嘔吐 する 場合も あり ま
室 内外の 温度差 、ハウ スダ スト） をダ イ す 。咳喘 息は、 通常の 喘息 の前段 階と も

◆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

レ クトに 受けて しまう ため 、健康 な方 な 言 われ放 置する と喘息 に移 行して しま う
ら ば反応 しない ような 弱い 刺激で あっ て こ ともあ るので 、医師 に相 談し正 しい 診

朝 9 時から夜７時まで

も炎症が起き、気道が敏感になります。

◆営業時間

ぱいあります。あきらめるのは早すぎますよ。公的保険ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大川 淳

