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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。

地域に根を下ろして
生きる
Ｔさんの住む町内で、子供会のお母
さんたちが、新学期に向けて、集団
登校の集合場所や時間などを確認
するために集まりました。会合が終
わって世間話をしているとき、少し
離れて戸惑っているようなお母さ
んが一人、Ｔさんの目に留まりまし
た。今日初めて子供会に参加した、
新一年生のお母さんのＡさんです。
最近引っ越してきたようで、母親同
士の知り合いもいないようです。そ
んなＡさんの様子を見ていて、Ｔさ
んは少し前の自分を思い出しまし
た。Ｔさんは、結婚と同時にこの町
に引っ越してきました。近所の人と
話をすることもないし、町内会や子
供会といった地域活動に参加する
こともありませんでした。そんなＴ
さんが変わったのは、子どもが生ま
れてからです。小さな子どもを背負
って買い物にでかけると、近所のお
じいちゃんやおばあちゃんがニコ
ニコと話しかけてきます。次に会っ
たときには、名前を覚えてくれてい
ます。Ｔさんにとっては初めての町
内での知り合いでした。子どもが幼
稚園に通うようになり、近所でよく
見かける顔のお母さんと、幼稚園で
顔を合わせて話をするようになり、
同じ町内に住んでいることが分か

りました。町内の子どもは仲が良く
て、お互いの家を行き来するように
なりました。人付き合いがうまい方
ではないＴさんでしたが、子どもの
世界の広がりに引っ張られるよう
にして、少しずつＴさんにも関係が
広がっていきました。子どもが小学
校に入学し、子ども会で顔見知りの
お母さんは、同じ幼稚園だった数人
だけ。上級生のお母さんたちは、昔
からの知り合いのように話してい
ます。そんな雰囲気に、最初はなん
だか圧倒される気がしたものでし
た。だからこそ、Ｔさんは子供会の
行事にたくさん参加しました。お祭
りやクリスマス会、絵本の読み聞か
せ。お祭りには、老人会のおじいち
ゃんおばあちゃんたちも参加して
いて、お母さんたちだけではなく、
地域の人たちと交流できる、数少な
い機会でした。そんな日々を経て、
Ｔさん一家は立派に町内の一員と
なりました。近所を歩けば知り合い
に会い、立ち話をする。そんな生活
は、なんだかこの町に根を下ろして
いる安心感がある、とＴさんは感じ
ています。だからＴさんは、Ａさん
に 声 をか け まし た。「 今度 １ 年生 に
なるＡちゃんのお母さんですよね。
最近引っ越してこられたんですか」
話かけられて驚いたような、ホッと
したような顔をするＡさん。子ども
がいなかったら、知らない人に声を
かけることもできなかったな、とＴ
さんは思います。

中村さま

色々相談にのってもらい

鶴岡市櫛引町在住

自動車保険から自宅の火災保険、

独立した子供たちの保険もすべ

てトータル保険さんにお世話に

なってます。

３年前に自宅を新築した際に、当

初はハウスメーカーさんの火災

保険に頼もうと思っていて『相談

とチェック』だけでもしてくれる

ということでトータル保険さん

に見てもらったところ、的確なア

ドバイスをしてくれて、売り込み

もしてきませんでした。よくよく

考え『やっぱりトータルさんにお

願いしよう』と決めました。

普段から色々と相談にのっても

らえる保険屋さんがそばにいる

と本当に助かります。

ビ姿をうん

コーヒーと健 康

カ フェ オレ にして カル シウ ムを 補う こ

者 、閉 経後 の女性 は、 ミル クを 加え た

特にカルシウムが不足しがちな高 齢

がある

１、体内の備蓄カルシウムを放出する働き

質代謝の改善に役立っています。
食 後に、 打ち合 せに、 ティ ーテイ ムに と
登場する場面の多いコーヒーですが、果 ★カフェインのデメリット
たして健康への影響はどうなのでしょう
★コーヒーの薬理効果
１、カフェイン：脳の活動を活性化、抗炎
症作用、胃酸分泌活性化

・遺産分割、相続アドバイス

住宅ローンアドバイザー

公的保険アドバイザー

老後貧乏、下流老人といった耳障りな言葉が流行っています。歳をとってから

お金のことで苦労したいとは誰も思っていないわけで、
これらの流行り言葉は

非常に気になるところかと思います。

まず、老後貧乏とは実際にどういう状態なのかを考えていきましょう。私たち

の周りのお年寄りは本当に下流老人ばかりなのでしょうか？

厚生労働省が夫婦 2 人暮らしの方の標準的な年金額を発表しています。

「標準的な」というのは、ご主人が会社員を 40 年間

継続し、その間の賞与も含む年収を 12 か月で割った

額が 42.8 万円程度、奥さんは 20 歳からずっと専業

主婦という前提です。

回サラ川を彩る傑作の数々をご紹介します。

④ 部下が言う

的な年金額は、月額約 22 万円です。

句。

「課長やばい」は 褒め言葉

③ ジム通い 結果が出ずに 腹が出る

② 気を遣い 妻を目で追う オレとイヌ

① 娘との ままごとで知る ママのグチ

今回は５作をご紹介します。

第

日本全国三九、五五一句の中から選ばれた優秀

シリーズ 老後貧乏を抜け出すための方程式」 -①-

、あるいは「下流老人」
どうでしょう？月 22 万円の年金収入から「老後貧乏」

⑤ 「何欲しい？」 「ママのトリセツ」 子が真顔

公的保険ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大川 淳

というイメージはわきますか？

胃 酸の 分泌 を高 める 働きが あり 、胃 酸

貧血予 防のた めにも 食事 前後に 飲む の

と。
過 多の 人は 空腹 時に 飲むこ とを 避け る
か、ミルクを加えると体内に吸収され ２、カフェインが鉄分の吸収を阻害する
るスピードがおだやかになります。

は控えること。
２、クロロゲン酸：抗酸化作用、糖吸収の
浅煎りコーヒーに多く含ま ３、飲みすぎると頭痛や不眠をともなう
カフェ インの 血液中 の濃 度が急 激に 高
ま ると 中枢 神経 を刺 激し、 めま いや 心
拍数の増加につながることもある。

相続診断士

抑制作用

れ 、食 後に 浅煎り コー ヒー を飲 むと 、

・ねんきん定期便活用方法

このような前提のもと、年金生活をしている方の標準

１００

糖 の吸 収が 遅くな り、 食後 の高 血糖 を

・家計の見直し

どの文献をみても胎児への

損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

予防できます。

◆主な資格

）深煎りコ ４、妊産婦へのカフェイン影響

・マネーセミナー講師

年金だけでは暮らしていけない！？
２９

影響を不安視しています。

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ（AFP）

３、ニコチン酸（ビタミン

◆お手伝いできること

はっぴーカフェ：暮らしとお金のミ二情報

サラリーマン川柳

Ｄ３

ー ヒー に多 く、高 脂血 症の 治療 薬と し

朝 9 時から夜７時まで

て もニ コチ ン酸が 使用 され てお り、 脂

◆営業時間

