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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。

春風にふかれて

二十数年前、友人の息子さんがこん
な会話をしていました。
「 お とう し ゃん 、お そら を とっ て 」
「う～ん、お父さんじゃあ、ちょっ
と背が足りないなあ」
「おばあちゃん、おとなになったら
なにになるの？」
「えっ！…そうねー…」
「ぼく、おとなになったら、おかあ
しゃんとけっこんするんだよ」
「あら、ありがとう」
当時３，４歳だった彼の子どもらし
い言葉と、それに答える大人たちの
優しさに、春風のような心地よさを
覚えています。
最近、そんな彼と久しぶりに会う機
会がありました。
小さく愛くるしかった彼は、立派な
青年に成長していました。
しばらく話しているうちに、彼の職
場での悩み事の話になりました。
話を聞かせてもらいながら、ふと少
年だったころの彼の会話を思い出
しました。
もしかすると今の彼の職場では、あ
の時のように、会話のなかから、春
風のような心地よさを感じること

がないのかもしれません。
私は、彼の話を聞かせてもらうこと
に精一杯で、アドバイスになるよう
なことは何も話せませんでした。
しかし、その代わりに、先ほど思い
出した子どものころの話をしてみ
ました。
「フフフフ」
「へー、僕そんなこと言ってました
かー？」
「おもしろいだろ。さて、君は大き
くなったら何になるんだい？」
「えっ？」
その場にあの時のような春風がふ
いた気がしました。
「今はつらいだろうけど、君はきっ
といいおじいちゃんになれるよ」
別れ際、そう言った私に見せた彼の
はずかしそうな顔が、少年時代の面
影と重なって見えました。
春は、入学・就職などで人との出会
いが増える季節です。お互いが春風
のこころを持って、
新しい環境での生活を
スタートできるといい
ですね。

私を包み込んでくれる
暖かい春風。
私を包み込んでくれる
心地よい春風。
私もそんな春風のこころを
持ちたい。
あなたの心に
春風は吹いていますか？

榎本節子さま 山形市在住

きっかけは、ある方からの

紹介でした。あれから十数年

のお付き合いになります。

ベビーシッター事業を営ん

でいたことから大切なお客

さまに何かあったときには

どう補償できるのか、そうい

う保険があるのか、そしてそ

のことを誰に相談したらい

いのか困っていました。

そのとき、ある方からトータ

ル保険さんを紹介していた

だきました。山形と鶴岡、距

離があるにもかかわらず親

身になってくれました。

とかく保険は加入するまで

は一生懸命で加入後はプッ

ツリが多いものですが、トー

タル保険さんは違いました。

新しい情報を届けてくれた

り、山形市に来た時にはおた

よりを届けてくれたり気に

かけてくれます。分からない

ことがあったときにもすぐ

対応してくれます。本当にあ

りがたく思っています。

ビ

赤 い野 菜 と健 康 効 果 ～ 人 参 ～
つ、夜盲症を防ぐ役割がある。
赤の名わき役
野菜の中でも赤みのある野菜は、人参、 ◎食物繊維：整腸作用がある、糖や脂肪

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ（AFP）

き があ りま すの で、 酢やレ モン 汁を 加

生 食に はビ タミ ンＣ を壊し てし まう 働

料 理で 吸収 力を アッ プさせ まし ょう 。

溶 性と 言い ます ）た め、油 を使 用し た

ベータカロテンは、油に溶けやすい（脂

人参の栄養をうまく取り入れるために

体調を整える働きがある。

の吸収をゆるやかにしてくれる。
ト マト 、パ プリ カな ど種類 が少 なく 、
食卓を彩る献立を立てる際、つい頼り ◎ビタミンＢ群：健康な皮膚や髪を作る、
が ちで す。 中で もシ チュー や筑 前煮 、
炒 め物 、サ ラダ など 和洋中 の様 々な 料
理に活用できる身近な野菜「人参」は、
主 役に なる 機会 があ りませ んが 栄養 豊
富 な名 わき 役と して 着目し たい と思 い
ま す。 人参 の重 要な 栄養素 とし てベ ー
タ カロ テン とい う黄 赤の色 素成 分が 含

ろ繰り下げを前提として老後を考える方が、理にかなっているかもしれませ

ん。まずは、最初に年金の繰り上げ、繰り下げについておさらいをしていきま

しょう。

年金を 65 歳からもらわず、繰り上げをすると年金額は減額されます。1 カ

月当たり 0.5％年金額が減ってしまいますから、
60 歳まで 5 年間の繰り上げ

をすると年金の減額率は 0.5％×60 カ月＝30％となり

ます。この減額率は、生涯変わることがありません。

一方繰り下げをすると年金額は増額されます。1 カ月当

たり 0.7％年金額が増えますから、70 歳まで 5 年間繰

回サラ川を彩る傑作の数々をご紹介します。

今回は５作を紹介します。

① 新人は ペンを取らずに 写メを撮る

② ノー残業 居なくなるのは 上司だけ

③ 使途不明 共働きの 妻の金

④ 守ろうと 誓った嫁から 身を守る

句。

となります。この増額率も生涯変わりません。なお、検

⑤ 「言ったよね？」 初めて聞いた でも言えず

公的保険ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 大川 淳

みのようです。

え る、 加熱 する など の工夫 をお 勧め し
ま す。 人参 は栄 養豊 富な名 わき 役と し

「人生 100 年時代」
、これからは長生きに備える生活設計を考えると、むし

日本全国五五、〇六七句の中から選ばれた優秀

「年金は 70 歳から！」と決めると計算が楽になる
第

り下げをすると年金の増額率は 0.7％×60 カ月＝42％

１００

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

ま れて いま す。 免疫 力を高 める 、抗 酸

◆主な資格

て 、様 々な 料理 への 活用が 可能 です 。

ライフプラン診断士

化作用があることで知られています。

解き方・笑顔相続プラン

皮の部分にはベータカロ

公的保険アドバイザー

人参に含まれる栄養素とその働き

診断・ねんきん定期便読み

テンが多く含まれます。

住宅ローンアドバイザー

◎ベータカロテン：人間など動物の体内

・お金のセミナー・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ

皮も一緒に食べる料理も

相続診断士

で ビタ ミン Ａに変 換さ れ必 要量 を蓄 え

◆お手伝いできること

「老後に必要なおカネ」を簡単に考える方法 -②３０

工夫してみてはいかがでしょうか。

損害保険ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

られる。

朝 9 時から夜７時まで

※ビタ ミン Ａ： 皮 膚や 粘膜 を 正常 に保

◆営業時間

討される 75 歳までの繰り下げについては、さらに増額率を大きくする見込

