
 発行 FPオフィス 

    (株)みずほ保険サービス  
     ※アフラック募集代理店谷本義勝事務所 
            は一昨年法人化いたしました 
  〒674-0083 

  兵庫県明石市魚住町住吉2丁目25-14・1F 

         TEL （0120）-685-051 
          FAX （078）779-2249 
              弊社ホームページ 

     http://www.fp-hayakumo.com 
              日々創造日記更新中 

   http://ameblo.jp/hayakumohiroko/              
               フェイスブック 
https://www.facebook.com/hiroko.hayakumo 

 

家計改善プロジェクト 
              安心づくりをお手伝いします 
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 もうすぐ七夕ですね！子どものとき、学校や家で 
短冊に願い事を書いて笹の葉に飾った思い出があります。 
七夕って日本の神話かと思ってましたら、世界中にあるようで 
フィンランドの七夕伝説を見つけたのでご紹介します。 

 
あるところに、ズラミスとサラミという仲むつまじい夫婦が暮らしていました。 
いつも一緒の二人でしたが、死ぬときだけは一緒とはいきません。二人は死んだ後、 
それぞれ別々に天にのぼり、星となりました。 
二人の星はかなり離れていてもう会うことさえもできませんでした。しかし二人は 
とても愛し合っていたので、死んだ後も一緒にいたいと思いました。 
そこで二人は、空にただよう星くずを集めて二人の星の間に光の橋を作って会おうと決めた 
のです。それから毎日毎日一生けんめい星をすくっては集めて、すくっては集めて･･･と橋を 
作りました。一年たち、二年たち･･･どれだけ時が流れようとも二人は諦めることなく橋を 
作り続けました。 
やがて千年もの時がたち、二人の星の間にりっぱな橋ができあがりました。 
キラキラとまばゆい光を放ち輝く光の橋。そう、これが天の川です。 
ズラミスとサラミは光の橋を渡り、シリウスの星のところで再び会うことができました。 
二人は喜びの涙を流しながらしっかりと抱きあいました。 
こうして二人は今も夜空でキラキラ輝きながら仲よく暮らしていると言われています。 
 
                              ロマンテイックな結末は古今東西一緒なんですね！ 
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   日本人のためのがん予防法 
※現状において日本人に推奨できる科学的根拠に基づくがん予防法 

①喫煙→たばこは吸わない。他人のたばこの煙をできるだけ避ける。  
②飲酒→飲むなら、節度のある飲酒をする。  
③食事→食事は偏らずバランスよくとる。 
＊塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。 
＊野菜や果物不足にならない。 
＊飲食物を熱い状態でとらない。  
④身体活動→日常生活を活動的に過ごす  
⑤体形→成人期での体重を適正な範囲に維持する（太りすぎない、やせすぎない）  
⑥感染→肝炎ウイルス感染の有無を知り、感染している場合はその治療の措置をとる。  
                    ≪参考文献≫  ＊独立行政法人国立がん研究センター「がん対策情報サービス」日本人のがん予防法公式ＨＰより 

 

ご存知ですか？ 
がんのこと 

先日､なかにし礼さんと FPの黒田尚子さんのがん闘病記 
を読みました。 
実際にがんを体験された方のリアルなお話だったので 
大変参考になりました。 

 

 

二人にひとりはがんにかかると言われる時代・・ 

一般的にがんは生活習慣病と言われています。 
これに加え、すべての病気の原因はストレスとも言わ 
れています。ストレスをためこまない、上手に発散する 
ことも心がけたいものです。 

がん体験者の方の著書紹介 

日本人のためのがん予防法 

① たばこは吸わない 

② 他人のたぼこの煙を出来る 
  だけ避ける 

③ お酒はほどほどに 

④ バランスの取れた食生活を 

⑤ 塩辛い食品は控えめに 

⑥ 野菜や果物は豊富に 

⑦ 適度に運動 

⑧ 適切な体重維持 

⑨ ウイルスや最近の感染予防 
   と治療 

⑩ 定期的ながん検診を 

⑪ 体の異常に気がついたら   
  すぐに受診を 

⑫ 正しいがん情報で、がんを 

  知ることから 

たばこを吸っている人はぜひ 

禁煙しましょう。吸わない人も 
他人のたばこの煙を出来る 
だけ避けましょう。」 

野菜・果物を1日400g（野菜 
は小鉢で5皿）はとりましょう 

歩行などの身体活動を 
一日合計60分程度心がけ 
ましょう。出来れば週に1回 
程度は活発な運動を加え 
ましょう。 

肝炎ウイルス、HPV（ヒトパピ 
ローマウイルス）、ピロリ菌など 
は、がんの発生と関係があると 
言われています。視の検診で 
検査出来るものもありますので 
ぜひ検査を受けましょう。 

早期のがんでは症状が出る 
ことはほとんどありません。 
がん検診は症状のないときに 
受けるからこそ早期がんを発 
見するのに有効なのです。 

がんは多数の要因が複雑に 
重なり合って、長い時間かか 
って発生する病気です。気を 
つけていてもがんになる場合 
もありますので、定期的にチェ 
ックすることが大切です。 

 



 医療保険と一口に言っても、生命保険の医療特約や共済、グループ 
 保険などいろいろありますね。どれもそれぞれ特長があります。 

それぞれ特長があるものを、よく比較検討しないで保険料の安さだけ 
で選んだら10年後、更新時に保険料が跳ね上がって困った、保険料 
は一定だけど高齢になると保障が少なくなるのを知らなかった、など 
の相談もよくお受けします。 

誰もがガン予備軍（2人に1人がなる病気である）にもかかわらず、そのことを知らず３３．１％の方しかガン保険（ガン特約）に入っていないます。 

 

もし、医療保険の保険料を比較するなら、保障内容を同じにしない
とあまり意味がありません。 
保障の種類（入院給付金保障、手術給付金保障、先進医療保障な
ど）だけでなく、1入院の保障限度日数や手術の保障対象、保険期
間、保険料払込期間等も揃える必要があります。 
 

でももうちょっと視点を変えて、少し違う角度から考えて 
みることにします。              次ページへ → 



 

 



 

1960年人口ピラミッド 2010年人口ピラミッド 

総務省統計局HPより 

人口のボリューム 
ゾーンの変化が 
はっきりわかり 
ますね・・ 

50年後 



 思い込み・カン違いは一生の損  
  というお話 
          「相続税なんて、お金持ちしか関係ない」とか 

「うちにはマイホームくらいしかないから」と思っていると、自宅の相続でトラブルに
遭遇するかもしれません。 なぜかと言うと、、 
 
 
  
 
 

  特に、2015年の税制改正以降は、基礎控除が現行の６割水準に引き下げられることが決   
 まっています。つまり、相続税が課税される人が増えるということなんです。相続が争族に   
 ならないためにも、早めの情報収集と対策を心がけたほうがよいと思われます。 
 

 簡単にわかる 改正前 → 改正後   ◎どのくらいの資産があると相続税に関係しますか？ 

基
礎
控
除
が 
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2015年以降は 
  基礎控除となる金額は 

  8000万円 
  5000万円＋1000万円×3 

          （相続人の数） 

▼ 父が亡くなり、相続人は母、子ども２人 

  基礎控除となる金額は 

  4800万円 
 3000万円＋600万円×3 
             （相続人の数） 

 マイホーム以外に目立った財産がない場合のほうが、金融資産がたくさんある 

場合よりももめるケースが多いそうです。ずばり、現金化しにくいからでしょうね。 

▼ 

＋ 
  「小規模宅地の 
  特例」適用で 

   評価は1000万 

 土地の評価 

 ５０００万 

～相続税入門その壱～ 

現金５０００万円 

特例の適用で自宅の土地評価は１０００万円、これに現金５０００万円を加えると 
相続財産の評価額は６０００万円（建物は相続時にゼロに近い評価になるケース 
も多いため、建物価格はゼロと設定） 

例えば・・ 

２０１４年までは 
相続税支払う必要なし 

２０１５年以降は 
相続税を払う必要あり 

相続税の評価額が8000万円 
超えから相続税の支払必要 

相続税の評価額が4800万円 
超えから相続税の支払必要 



ちょっと一息 

      夏といえばコレ！夏に欠かせないものランキング 
      で毎年必ず上位に来る≪花火大会≫。 
    兵庫県を中心に花火大会の予定されている日程をまとめてみました。 

   
  7/20  芦屋サマーカーニバル（兵庫）         5000発 
      芦屋の夏の風物詩。34年前から行われているイベント 

      淡路市夏まつり（兵庫）            5000発 
 
  7/25  天神祭奉納花火（大阪）     
      日本3大祭りと一緒に楽しむことができます。 

  

  8/1  PL花火大会（大阪） 
   8/3  みなと神戸花火大会（兵庫）          1万発 
  
  8/4  加古川まつり花火大会（兵庫）         5000発 
      淡路島まつり花火大会（兵庫）         5300発 
   
   8/10  なにわ淀川花火大会（大阪）           2万発   
                           他各地で開催予定 
                   

 
 
 
 

 日本の四季には、その季節ならではの「風物詩」があります。暑い夏も 
“夏ならでは”の楽しみがあると思うと、なんだかワクワクしますね。 
そんな「夏の風物詩」で欠かせないと思うものは・・ 

 

 最近、家計の見直し相談を承ったり、日々勉強して思うことがあります。 

（お金のことをちゃんと勉強した方）って結構少ないんじゃないかなあということ。 
 よく雑誌などのアンケート等でも夫婦喧嘩や離婚の時に「お金に関すること」でもめてる 
 ことが結果にあらわれていたりします。 
  それくらい人生を左右するものなのに、一部の人を除いて、正しいお金の知識を学ぶ機会 
 をもてた人ってどれくらいいらっしゃるんでしょう？勿論大人になってからもお金の正しい 
 知識を身につけてもらいたいですが、子どもが大人になるまでに、小学校でも中学校でもい 
 いので、正しいお金の教育を取り入れて欲しいなあと母親の立場としても思います。 
 貯蓄の習慣をつけたり、お金についての基本的なことを知らずに、生きていくってこと自体 
 危なっかしいなぁという気がしてしまいます・・。 
  長～い人生、大切な基本的なことを知らないまま過ごしてしまうと、いざ必要なときに 
 必要なお金がないことに気づく時があると思います。お金の不安を持ったまま生活する人が 

 少しでも居なくなるように、FPとして精一杯頑張りたいと思います。 

 

余談ですが 余
談
で
す
が
・
・ 



㈱みずほ保険サービスでは 

  そこで 働く女性や、主婦の方向けに 下記セミナーを行っています。 

 お客様サービスの一環から身近な乳がん子宮頸がん または家計の見直し 
 をテーマにしています。 
 特に家計見直しセミナーでは、知らないと損するお金のお話・・お金と上手に付き合う 
 ためのちょっとしたヒントをお教えしたいと思って活動をしております。 

  ぜひお気軽にお声掛けください。             ※無料です 
 
   ・ 下記の2種類のからいずれか一つをお選びいただきます。 
   ・ 個別、２～３人のグループ、３０名までのセミナーを承っております。 
   ・ 所要時間は１時間位です。その後個別のご質問があれば承ります。 
  

    ・ 乳がん＆子宮頸がんセミナー 

     乳がん・子宮頸がんのメカニズムと早期発見について 
      乳房模型を用いて実際に触診体験をしていただきます 

      ※都合により乳房模型を使用できないときもございます。 

   ・ 家計見直しセミナー 

     人生で最も大きい買い物と言われるマイホーム 
       住宅ローンのしくみ、公的年金、貯蓄 など 
       についてわかりやすく解説し、ライフプラン表作成を 
       お手伝いします。 

安心づくりをお手伝いします 

 家計改善プロジェクトに取り組んでいます 
～家計改善プロジェクトとは？～ 

    人生で最も大きな買い物は、マイホームと言われていますが 
    次に大きな買い物であるといわれているのは生命保険だそうです。 
    なぜなら両方とも長期にわたり支払うためです。 
    住宅ローンの選び方や支払い方により大変大きな差が生まれたり 
    生命保険の加入の仕方によって、大きな差が生まれてしまうことがあります。 
    知ってて損はない知識を多くの皆様にお伝えする活動をしております。 

 次号のはやくも通信では 
「どれを選べばいいか難しい医療保険③」 
「消費税増税前のマイホーム購入」 
 などをテーマに取り上げる予定です。 
 お楽しみに！ 



       ①   今掛けている保険、証券見ただけではよくわからない方 
            このまま掛け続けていいものか解説して欲しい方 
             でも保険を売り込まないで欲しいという方 
       ②   保険証券解説のためのご希望日を教えてください。 
 相談したいけど、自宅に訪問されるのは困る・・という場合等はどうぞお気軽にご相談ください。 

 
 

FAX申込書 

『いらない保険を掛けないため 
              の保険証券解説』 

無料コンサルティング 
をご希望の方は・・ ～FAXまたはTELでお申し込みいただけます～ 

FAX 078-779-2249（２４時間受付）お問合せダイヤル  0120-685-051 

お名前 生年月日 TEL （携帯） 

ご住所 

 〒   ― 

ご希望の連絡方法  ① 電話 （日中連絡可能な電話・携帯番号）： 
              

            ② ＦＡＸ または メールアドレス： 

～こんな方にぴったりです～ 

②加入中の保険解説ご希望の方のお名前をご記入ください 

   ① 保険解説のためのご希望日を教えてください。第３希望まで○マルをお願いします。 
 日程調整させていただきます。記載の日程では都合が合わない場合もご相談ください。ご対応させていただきます。 

何か勧められるのでは？ 
無料って書いてるけどホント 
かな？一切ご心配なく！ 
   お気軽にどうぞ 
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午前10時 
 
午後1時 
 
午後4時 
 
午後6時～ 

（平日９時～１９時） 

午前10時 
 
午後1時 
 
午後4時 
 
午後6時～ 
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