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2010年菊日和号～豊かな人生を提案するライフナビゲート情報誌～

キーストーン
百年シナリオ通信

　「わしらぁはの、日本人みんなぁが笑って暮らせる国を

作りたいがじゃき」(NHK大河ドラマ「龍馬伝」坂本龍馬セリフより)

　キーストーンは「お客さまが豊かで幸せな人生を過ご

していただくために何ができるか」を考え続けています。

ライフプランニングのお手伝いをさせていただくこと

は、「お金」のその先にある、お客さまそれぞれがお持ちの

「夢」や「希望」の実現をサポートさせていただくことだと

考えております。また、なかなかお会いできないお客さま

には、ホームページやニュースレターを通じ、ライフプラ

ンニングをお考えいただくヒントにしていただけるよう

な、しっかりと目利きした情報をお届けさせていただい

ております。

　しかし、「豊かさ」「幸せ」の価値観が多様化している今、

お客さまがお持ちの「心の声」も様々。それらにどうすれ

ばお応えできるのかを模索し続けておりました。

　そこで今回、従来お送りしていたメールメガジンを全

面リニューアルすることにいたしました。私どもが目指

しているのは「お客さまとともに作るメールマガジン」。

皆さまから関心事をお聞かせいただき、それにお答えす

ることによって、ライフプランニングをお考えいただく

うえでのヒントにしていただける内容をお届けしたいと

考えております。

　また、このメールマガジンで欠くことのできない皆さ

まのお声につきましては、キャンペーンを実施し、大募集

させていただくことにいたしました。

　まずは、キーストーンのお客さまみんなが笑って暮ら

せる一助になるメールマガジンをお客さまと一緒に作

る。そうしてできあがったメールマガジンが日本中に広

まって、日本人みんなが笑顔になる。今回のメールマガジ

ンリニューアルはそんな一大プロジェクトです。そして、

そのプロジェクトにあなたも参加できる簡単な方法があ

ります。別紙でご案内させていただくキャンペーンにご

応募いただくだけ。そんな小さな行動1つで日本人みんな

を笑顔にできるとしたら、楽しいと思いませんか？あな

た様のご応募、心よりお待ちしております！

「あなたとともに作るメールマガジン」に生まれ変わります

　皆さん、こんにちは。森本政行でございます。覚えてい

ただいておりますでしょうか？ 2009年12月にキーストー

ンFPコンサルタンツへ参画し、早いもので10ヶ月が経過

いたしました。

　この間、述べ300人以上のお客様にコンサルティングを

させていただき、皆さんのいろんなご意見・考え方など

を知る事ができ、そして勉強させていただきました。まず

は出会う事が出来ました皆様へ感謝でございます。そう

いったなかで感じている事は、皆さんは本当に多くの問

題や不安を持たれ、それを解決するための情報と行動を

起こすきっかけを求めていらっしゃるんだということ。

『健康』『仕事』『子育て』『老後（年金）』等、数多くあるそれ

らの問題点に対し、私が出来る事は何かと常々考えなが

ら仕事をしております。　

　そんな私が今必要だと感じていること。それは、お客

様の利益を守るためのより高度な専門知識を習得し、自

分の『能力』に磨きをかけ、その『能力』をより効果的にお

伝えするために、『愛嬌力』を掛け合わせてアウトプット

すること。この『愛嬌力』は最近教えていただいた能力で

す。最近の若手ビジネスパーソンは優秀な人が非常に多

いのですが、どれだけ才能があり知識豊富でも、傲岸不

遜の態度では、情報提供どころか逆に拒否されてしまう

かもしれません。相手に何かを伝えるうえでは、この『能

力』と同じ比重で周りから可愛がられる『愛嬌力』が大切

だという事です。私は初対面の方からよく、「冷静ですね」

とか「あまり感情が表情に出ないですね」と言われます。

お客様との大切なコミュニケーション能力として、自分

の殻を破り、『愛嬌力』を身に付けたいと思っております。

　そして、もう1つこの10ヶ月の間で大きな出来事がござ

いました。それは、私に家族が増えた事でございます（前

回はバイクに乗った妻と私の二人でした）。子供の誕生も

また、自分を成長させる大きな存在

であります。これから先もお客様を

お守りし、会社を守り、そして家族を

守る…。お客様とWin・Winの関係で

良くなって行きたいと強く想ってお

ります。

「能力」と「愛嬌力」に磨きをかけて

キャンペーンは、パソコン・携帯電話からご応募いただけます。
ご応募いただいた皆さまには、もれなくお礼の品をプレゼント！！
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沖縄県宜野湾市出身
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キーストーンコンサルティング株式会社
代表取締役　廣谷　信幸 （ヒロヤ　ノブユキ）

1965年生まれ　福岡県北九州市出身
大学4年の時、ヨーロッパ15カ国を70日間かけて一人旅をする。貴重な出会い
や出来事を体験。現在、国に頼らず、自分の身は自分で守るためにどのような
準備をする必要があるかを、百年シナリオ＆マネーセミナーを通じて紹介。

私の百年シナリオ

生きがい・趣味

　人間の究極の幸せは、次の4つなのだそうです。

①愛されること　②褒められること

③役にたつこと　④必要とされること

この究極の幸せを感じ続け、人生を全うするために、

私は未来からの逆算をお勧めしています。「～でき

た」という完了形による断言をするのです。

　私が実施している『人生百年シナリオセミナー』で

は、まず最初に自分の誕生日に100年を足して、その

日をゴールとします。そして人生を25年刻みで考え

ていきます。100歳から75歳の25年間をどのように

生きたいですか？

　幸せな人生を生きるために必要なものは、次の3つ

だと思います。

①生きがい　②健康　③お金　　

　100歳から75歳までどのような状態であれば、幸

せでしょうか？家族・友人・仲間、そして仕事・趣味・

社会貢献　等々、思い浮かぶがままにどんどん書き

入れていきます。夢中で、様々なことが心に湧いて

きます。心がときめき、とても楽しい状態になるこ

とでしょう。

　100歳から75歳の25年の 

①生きがい ②健康 ③お金の

分野を完了（～できた）で決め

ることができれば、次に75歳

から50歳の ①生きがい ②健康 ③お金の分野を完了

形（～できた）で決めていきます。

　100歳から75歳の25年を思い通りに生きるために、

75歳から50歳をどう生きるかが見えてくるでしょう。

あなたも自分の百年シナリオを描いてみませんか？

そして、百年シナリオに沿って更に充実したわくわく

する人生をおくりませんか？

『願いを実現するには、「～したい」でも「～になりた

い」でもない。すでに「～できた」いう完了形による断

言が必要だ』 塩谷　信男著 「100歳だからこそ伝えたいこと 健康と生き

方の秘訣を語る」より　1926年東京帝国大学医学部卒業　医学博士

「幸せな人生を実現するには・・・」

　子育て。今の私にとってまさに「子育て」が生きが

いです。中学一年生の娘が一人。当たり前のことで

すが日々成長しています。特に今は心身ともに変化

著しい時期です。思春期、反抗期とも言われるだけ

あって、日常の会話のやり取りが激しい時も。本当

に数年前までの素直さが嘘のよう！

　事の始まりは小学6年生の夏休み。8月に入っても

全く宿題をやっている様子が無く、たびたび聞いて

も「わかってる、ちゃんとやるから」との返事が返っ

てくるだけ。いい加減頭にきた私が怒って「どうなっ

ているの？」と聞くと、いきなり「いちいちお母さん

の言う通りにやれない、私には私のやり方がある

の！」と怒鳴ったのです。一瞬「えっ？今、怒鳴って

いるのは何処の誰？」と思ったほど、今までの娘とは

別人でした。私はかなりショックを受けながらも平

静さをを取り繕いでいたのを覚えています。

　その日からしばらくは「今までの育て方が悪かっ

たのかしら」と悩んだり落ち込んだりでしたが、そん

な中途半端な気持では今の娘には通用しません。親

の屁理屈だろうと何だろうと、言うべき事ははっき

り言う事にしました。時々

「そういうところがムカつく

の！」と涙ながら訴えてくる

事も。

　そんなやり取りがありな

がらも、学校生活やクラブ活

動を通して日々成長していく姿には頼もしさを感

じ、嬉しく思う事も多くあります。そして同時に、少

しづつ親の手を離れていく事に何とも言えない淋し

さを感じてます。

　数年後には確実に終わってしまう子育て。次の生

きがいは仕事にするしかないかしら、と考える今日

この頃。そして今日も懲りずに「宿題やったの？」と

聞き「はいはい、言いたい事はわかってます！」と娘

に言ってもらいます。

ＭＤＲＴアニュアル・ミーティング参加レポート  　～バンクーバーに世界74カ国、約5,000名が参加～

ナマの海外情報 視察ツアーレポート＆ロングステイ情報

　去る6月13日（日）から17日（木）の5日間、カナダの

西海岸バンクーバーにおいて、生命保険を中心とした

金融のプロフェッショナルで組織されたＭＤＲＴのア

ニュアル・ミーティング（年次大会）が開催されました。

　今回、キーストーンアライアンスメンバーである私

石野と原田が同大会に参加して参りましたので、その

模様を紙面の都合上ワンポイントにて、レポートさせ

ていただきます。

　ＭＤＲＴは、1927年の設立当初、アメリカの生命保

険営業のトップメンバー 32名で組織された会でした。

今では世界の金融のプロフェッショナルのトップ1％

が知識・ノウハウを共有し、相互研鑽、社会貢献する

ことを目的に活動しており、毎年6月に北米の主要都

市で年次大会が開催されています。

　私は、十数年来この年次大会に参加しておりますが、

ことにここ数年、生命保険という金融分野だけにとら

われず、卓越した金融全般の専門知識を顧客に提供し

ていこうという姿勢が顕著になっています。これは先

進国を中心に高齢化が進み、顧客の関心事が「万が一の

時の保障」の側面より「老後に備える資産形成」に大き

くシフトしている現状が背景にあります。

　そんな背景を意識してか、今年のＭＤＲＴのテーマ

のひとつに掲げられたのが、「リタイアメント・ライ

フスタイル」。引退後の人生設計を顧客とともに考え、

その実行支援をしていこうというものです。

　ある講師が衝撃的なデータを提示し、先進国の老後

設計の重要性について語ってくれました。

　データは国別の15歳以下の人口比率と、65歳以上の

人口比率を示したものでしたが、なんと日本が「世界中

のなかでもっとも少子高齢化率が高い国」として取り

上げられていました。

　今回この大会に参加して、

リタイアメント計画をしっか

り立てることの重要性を顧客

にさらに強く伝え続ける必要

があると強く感じさせてくれ

たことが、私にとっての大きな成果でした。

キーストーンアライアンス 代表

石野　毅

今年のMDRT大会の会場となったカナダのバ

ンクーバー。�「世界でいちばん住みやすい

街」No1と称されています。

2010年 MDRTアニュアルミーティングバン

クーバー大会　開会式風景

大会メインプラットフォームで参加者

5,000人を前に講演する本年度MDRT会長

Baker氏

MDRTのキャッチフレーズは

「金融プロフェッショナルの最高組織」

世界の15歳以下の若年層と65歳以上の高齢

層の比率を示す資料。なんと日本が少子高

齢の比率が一番高い！

素晴らしい歌声を披露してくれたJasonさ

んと彼を支え続けている奥様のTaushaさん

ＭＤＲＴ世界大会体験記

「娘の成長とともに」

娘が4歳のときに初めても

らった手紙

新コーナー

　今回、初めてＭＤＲＴ世界大会に参加しました。

私が最も感動を覚えたのが、Jason Black氏の講演

です。

　彼は声楽家ですが、割れたガラスの破片がのどに

突き刺さるという事故で声を失い、「歌を歌う」と

いう仕事において絶望的な状況に陥りました。普通

の人なら、違う人生を送る事を選択したはず。しか

し、彼は歌う夢をあきらめず、前向きに人生を捉え、

苦難を乗り越え、声が出るようになりました。そし

て、更なる努力を重ねた結果、遂には人々の前で歌

えるようになったのです！

　私は聞いていて胸が熱くなりました。その講演の

後、彼は歌を披露してくれました。5000人以上のＭ

ＤＲＴ会員を前に力強く歌う姿、そして歌声。涙な

しに聴くことはできませんでした。

　「あきらめ」が人生の岐路を大きく分けてしまうの

は、私自身とても共感できる事です。数ある講演の

中でもすごく印象に残り、今後の仕事に対して、更

に情熱を絶やさずにいくための勇気を頂きました。

彼の講演を聞くことができ

たことに感謝しています。

キーストーンアライアンス(大阪)

原田　信一 

人生百年シナリオセミナー

風景


