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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。

何事も
「これくらいで」
子どもたちが幼い時に遊んだおも
ちゃを整理していると、いろんな色
が混じった１個のスーパーボール
が出てきました。他の人には、何の
変てつも無いボールかもしれませ
んが、私には忘れられない思い出の
品です。
そのボールは、二男が幼稚園児の
頃、縁日の露店で手に入れたもので
した。捨てずにしまったまま、いつ
の間にか忘れられていたそのボー
ルを手に、
「これは、あの時の」と、
懐かしさが込み上げてきました。
それは 年前のこと。親子で縁日に
出掛けた折、二男は初めて目にす
る 、「 スー パー ボー ル すく い 」に 興
味津々で、露店の人だかりの中に座
り込み、水槽の前から離れようとし
ませんでした。私が「やってみよう
か」と言うと、目を輝かせ、
「うん」
とうなずきました。
早速、二男は狙いを定めると、輪っ
か状に張られたすくい紙を手に、何
度も目の前を流れて行く多くのボ
ールの中から、欲しいボールに気持
ちを集中させて挑戦し、見事に一回
で、すくい上げることができまし
た。けれども、すくい紙は一回で水
浸しになり、破れてしまいました。
私は「５００円も払ったのに、たっ
１１

た１個か」と思いましたが、二男は
「やったあ！」と大喜びで、欲しか
ったそのボールを手にし、本当にう
れしそうに眺めていました。する
と、露店のおじさんが「はい坊や、
もう１個ね」と、別のボールを差し
出してくれました。実は、すくえな
くても必ず二つはもらえることに
なっていたのです。ところが、二男
は「ううん」と首を横に振ったので
す。おじさんは「何で？もう一つも
らえるんだよ」と、さらに言います
が、二男は「もう要らない。これだ
けでいい」と答えました。そんなや
りとりを繰り返して、子どもなりに
事情をのみ込めたのか、もう一つも
らってその場を後にしました。
それから二男は毎日、お気に入りの
スーパーボールを握ったり、眺めた
り、ポケットに入れたりと、宝物の
ように大事にしていました。
そうした当時のことを思い出しな
が ら 、「今 の社 会は 豊 かで 物 があ ふ
れているけれど、そのことが当たり
前になっていて、かえって必要以上
に欲を出し、物を手に入れようとす
る行為へと向かわせ、他人との争い
や、物を粗末にしてしまっているの
で は ない で しょ うか 」。私 は 、あ の
時の二男の「もう要らない。これだ
けでいい」という言葉は、自然の恵
みを大切にし、周りの人や物事と
も、より良く向き合っ
ていく上で、大事なの
ではないかと思います。

相談してよかったです

羽黒町 山田様

以前入っていた生命保険のこ

とで、ちょっとしたトラブルが

あり、たまたま職場に来てい

たトータル保険の進藤さんに

声を掛けて相談してみまし

た。

職場にも多くの保険屋さんが

来るのですが、相談すると、

普通なら違う保険を勧めてく

るんですが、進藤さんは、反

対に「
なぜ保険にはいっている

のですか」
「必要ですか」「
「
誰

のために入るのですか」
など

聞いてきて、今入っている保険

の何が問題なのかを聞いたう

えでアドバイスをしてくれま

した。

最後まで保険を勧めてくるこ

とはなく親身になって相談に

のってもらいよかったと思いま

す。
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★低血圧の症状
なども報告されています。

し ては めま い、 頭痛 、倦怠 感、 肩こ り

低 血 圧

低 血圧 とは から だに 血液を 送る ため の

以下、

急 な動 きは たち くら み、め まい の原 因

★３つの低血圧対策
圧 力が 弱く なり 、各 臓器へ 送ら れる 血
液量が減少するために起こります。上 １、はじまりは、ゆっくり動作で
の血圧が（収縮期血圧）

ま す。 よく 噛ん で消 化を促 し、 お腹 の

早 食い は腸 に血 液が 集まり やす くな り

に。
下の 血圧が（ 拡張期血圧）
以
下の状態を言います。生活の中で急な ２、食事はゆっくりよく噛んで
血 圧の 低下 によ り起 こる症 状に は気 を
つ けね ばな りま せん 。特別 な原 因が な

◆主な資格

なかへ。
く慢性的に血圧が低い本態性低血圧
（体質）
、立ち上がった時に急激に血圧 ３、入浴後、脱衣所の温度管理を
入浴時は危険がいっぱい潜んでいま
す 。脱 衣後 、浴 室へ 入ると き、 浴槽 か

前号、老後資金を貯める方程式で求めた金額を 65 歳までに貯めることがあな

たの目標となります。

大切なことは、あなたの目標を、厚生労働省など国の機関が発表している単な

るイメージの方程式ではなく、
あなた自身の実際の老後生活の方程式にするこ

とです。

以前にご紹介した 5 つの落とし穴を覚えていますでしょうか？

・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

回サラ川を彩る傑作の数々をご紹介します。

日本全国五五、〇六七句の中から選ばれた優秀

シリーズ 「老後資金を貯める方程式」 -②-

句。

次からはこれら 5 つの落とし穴をふさぎながら、あなた

自身の老後資金の方程式を完成させていきます。

公的保険ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大川 淳

聞くに聞けない 君の名は

スッピンみせたら 君の名は？

⑤ 「パパお風呂」 入れじゃなくて 掃除しろ

④ 同窓会 みんなニコニコ 名前出ず

③ ありのまま

② 久しぶり！

① ゆとりでしょ？ そう言うあなたは バブルでしょ？

今回は第一位から第五位を紹介します。

第

・お金の貯め方・増やし方をしらない

１００

ら 上が ると き、 浴室 から脱 衣所 への 移

公的保険アドバイザー

が 下が って 起こ る起 立性低 血圧 （立 ち

・遺産分割、相続アドバイス

動と行動すべてに温度差が

住宅ローンアドバイザー

くらみ）
、食事の後、食べ物の消化のた

・ねんきん定期便活用方法

生じます。からだへの負

相続診断士

め 胃に 血液 が集 まり 心臓に 戻り にく く

・家計の見直し

担が最小限となる工夫を

損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

な るた め血 圧が 下が る食後 低血 圧な ど

・マネーセミナー講師

５つの落とし穴
３０

取り入れましょう。

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ（AFP）

があります。一方、若い女性の間では、

◆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
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ダ イエ ット の結 果、 栄養不 良に よっ て

朝 9 時から夜７時まで

起 こる 低血 圧が あり ます。 他に 症状 と

◆営業時間

