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「想像」… 1度辞書で調べてみてください。
 この字を使っている理由がお分かりいただけるでしょう。
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　皆さん、はじめまして。2010年

11月1日付で入社しました、三

佐々川　豊（みささがわ　ゆた

か）です。前職のカタカナ系生命

保険会社でライフプランニグを

中心とした活動を行う中で、より幅広くお客様に貢献し

たいという想いから、お世話になることになりました。

　お役に少しでも立つことができるような情報を日々収

集し、皆様にご提供していこうと思っています。主に保

険相談、住宅購入、貯蓄相談、海外の資産運用情報等でお

役に立てる機会が多いかと思います。

　さて、堅い話はこれぐらいにして私の自己紹介を致し

ます。1970年7月5日生まれの40歳。

かなり出てきたお腹をカバーすべく

若作りをしているためか、30歳前半

に見られるケースが非常に多いで

す。現在、ちょっとだけ美人の妻と、

その妻の取り合いをするライバルの

7歳の長男と3人で生活しておりま

す。あと、妻を息子に独り占めされた

ときの寂しさを紛らわしてくれる愛犬（フレンチブルド

ッグのふうちゃん）が１匹。そんな家族構成で毎日を100

％楽しく、元気ハツラツで過ごしています。

　趣味は社会人になってから始めたサーフィンで、今も

（行く回数はめっきりへったものの）年中楽しんでいま

す。サーフィンは、時間を忘れて無心で楽しむことがで

き、波と一緒にストレスも流していってくれる最高の趣

味です。意外に老若男女楽しめるスポーツなので、引退

後の生活ではハワイに住んでサーフィンを楽しむこと

を、私自身のライフプランに盛り込んでいます。今年は

息子も初めてサーフィンを体験し、非常に楽しんでいた

ので、大きくなったら息子と一緒にサーフィン旅行をす

る夢も増えました。

　こんなに楽しい人生を過ごせているのも、ライフプラ

ンを知ったことが本当に源だと思っています。そういう

意味でも、一人でも多くの方に私

の活動を知って頂き、皆様の夢を

現実のものにするお手伝いをして

いきたいと思っています。今後と

もどうぞよろしくお願いします。

あなた様からのお問い合わせやご意見・ご感想お待ちしております。
返信用封筒、E-mail、FAXをご利用ください。
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新メンバーが加入しました

新年のご挨拶

　あけましておめでとうございます。

　弊社キーストーンＦＰコンサルタンツもここ大阪

市北区豊崎の地に事務所を移し、3月で2年を迎えよ

うとしています。その間に弊社の方向性を理解し、

「お客様のライフナビゲーター役となる」というミッ

ションに共感してくれるスタッフの人員も徐々に増

え、おかげさまで一同、多忙な中にも充実感を持って

仕事をさせていただいています。

　最近、弊社に来られるお客様や取引先の方から「キー

ストーンさんは、なんだか楽しそうに仕事をしていま

すね」とお褒めのお言葉をときどきいただくように

なりました。そのように感じていただけるベースに

「幸せなライフプランづくりのお手伝いをさせてい

ただきたい」という思いが、雰囲気として伝わってい

るのかもしれません。

　「自分が幸せになりたいと思うなら、まずひと様の

幸せに貢献することを考える」

どんな時代になろうとも、生きるうえでの本質的な

テーマは、変わりはない

ですね。

　さて、昨年の11月から

弊社のコンサルティン

グスタッフが、またひと

り増えました。名前は、

三佐々川 豊（みささが

わ　ゆたか）と申します。貢献することに喜びを感

じ、根っからの「ひょうきんさ」を兼ね備えた、人懐っ

こい性格の持ち主です。

　今年も私たちの価値観を共有できるスタッフを順

次増員し、長い期間にわたって皆さまのライフプラ

ンニングのお手伝いをさせていただきたいと思って

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

年始に際して、日頃のご高配に感謝の気持ちを込めて。

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ

代表取締役　石野　毅



キーストーンアライアンスメンバー（長崎）
株式会社キーストーンプロジェクト
代表取締役　松永　孝之（マツナガ　タカシ）

昭和38年長崎県佐世保市生まれ
大手機械メーカー勤務後、ソニー生命に転職
平成16年　ソニー生命から独立し、㈱ホロスプランニング加盟
平成18年　㈱キーストーンプロジェクト設立

キーストーンアライアンスメンバー（北海道）
ファイナンシャルプランナー事務所　有限会社アップデート
代表　田村　友朗（タムラ　トモアキ）

昭和34年北見市生まれ。
北見カナダ協会事務局長、香り彩る街づくり推進機構事務局長を務めるなど、
街づくり、人づくりをライフワークとする。
他方、北海道の食品流通を担うべく㈲大空FARMの代表取締役としても活動中。

私の百年シナリオ

生きがい・趣味

　平成8年、私が住んでいる

北海道北見市は、初めて開拓

の鍬を下ろしてから100年を

迎えました。この年、私の大

きな夢がひとつ実現しまし

た。「北見市百年のお祝いに

ミッキーマウスに来てもらった」のです。本物です！

　この計画に3年間準備を続け、何度も挫折しそうに

なり、苦しい日々が続きました。

　そんなある日、一人の先輩に呼ばれ「この計画はす

でに一人の夢ではない。諦める訳にはいかないぞ」と

渇を入れられました。「万一、万策尽きたなら私のと

ころに来なさい」そう言って背中を押してくれまし

た。そして、ミッキーマウスのパレードが北見で現

実のものとなり、それを見る子ども達の笑顔は忘れ

られないものとなりました。

　このときから、人の夢の実現に関われる人生を送

ること、夢を語ってもらえるような人になる事、い

つか私も誰かの夢を後押しできるような人間になる

と心に決めました。

　私の一番叶えたい夢は、今までご縁を頂いたお客

様と一緒に旅行をすることです。心身ともに健康で、

経済力もあり、一緒に行く仲間がいて、留守を任せ

る家族やスタッフがいる。そんな状況に感謝して旅

行がしたいと思っています。まさにＦＰ（ファイナン

シャル・プランナー）としての仕事が全うできてこ

そ叶うと信じております。

　いつの日か自分にも死が訪れます。その時のお葬

式は人生の通信簿。

「生き方とは死に方」、ゴールをしっかり考えてこそ

生き方が見えてくるのではないでしょうか？

　人生にはいろいろな事が起こります。先が見えない

からこそワクワクするのかもしれません。ライフプラ

ンは一度作ればそれでいいというものではありません

ね。一緒に考えるご縁がいただけると嬉しく思います。

　龍馬伝で賑わいをみせる長崎亀

山社中の数百メートル程の所に、

私どものオフィスはあります。

　私は幕末の志士ゆかりのこの

長崎の地で、今年4月から『長崎

大学経済学部』に入学しました。

全国数ヶ所の国立大学で生涯教

育の一環として社会人枠が創設

されており、主に夜間（18時～

21時）を中心に授業を受けております。夜間主とい

っても4年間ですし、実際は全国から集まった現役

の19歳、20歳の若者がほとんどで、私みたいな本物

の？社会人は1割程度しかいないのが現状です。こ

れからの日本を背負っていく若者

たちと、席を並べ講義を受ける事

は大変刺激になりますし、知らな

い事の多さと学びの大切さを日々

身を持って感じております。

　きっかけはＦＰ(ファイナンシャ

ル・プランナー )として人様のラ

イフプランを行う時に、高卒であった私には大学進

学時の話がリアルにできないという事と、晩年に

「大学に行っておけば…」という後悔だけはしたく

ないとの思いで門戸を叩きました。

　苦難の時代の先人達は学ぶ環境も無い中、それで

も何とかして学ばれたという話はよく聞きます。私

もお客様にアポイントを

ずらして頂いたりして、

なんとか仕事との両立を

図っております。先人の

教えにあやかり『人生に

無駄な体験は無い』とい

う言葉を信じて「わしは

今日も大学にしっかり行

くぜよ！」。

海外のビジネス・投資・ロングステイライフスタイル情報をお届けするｃｌｕｂ ＧＧＬ～ Get Good Life ～
http://www.g-g-l.net/海外見聞録（ロス編）

ナマの海外情報 視察ツアーレポート＆ロングステイ情報

　私が事務局長を務めるＧＧＬ

では毎月、海外への視察ツアー

を開催しています。そんな視察

ツアーの下見として、今回は

2010年11月にアメリカ、ロサン

ゼルスへ自ら単身で視察してき

ました。その様子を見聞録としてご紹介したいと思い

ます。

　まずは成田→ロス→ラスベガ

スと入りましたが、途中のスケ

ジュールに、ロスへのＵターン

も組み込んでの視察となりまし

た。ラスベガスから、いま話題の

ＬＣＣ（ローコストキャリア＝格

安航空会社）で移動しました。はじめての空港、しかも単

身で。右も左もわからないながらも、なんとかなるもの

です。

　ロスへの視察の目玉は、アメリカで2002年に設立して

以来、保険・証券・不動産の一体化したサービスを展開

している、日本人が経営するＲ社を訪れる事と、Ｒ社が管

理する不動産物件を視察してくる事でした。

　Ｒ社の代表はＮｉｃｋ市丸（いちまる）氏で、元々大阪で

生まれ育ち、日本で教員としても働くも、20代に単身で渡

米。以降は30年以上一貫してファイナンシャルサービス

に携わっており、2002年よりＲ社のPresident（代表取締

役）として、今でも第一線でご活躍されています。

　ロスに到着してからはＲ社のＨＩＲＯ氏が迎えに来て

くださり、ロスでの視察をアテンドしてくださいました。

まず最初に向かったのは、有名

ハリウッドスターや各分野の著

名人の多くが豪邸を所有してい

る事でも有名なビバリーヒルズ。

散策後は、Ｒ社が提供しているプ

ランの不動産物件が多くある地

区を視察してきました。

　実は、Ｒ社が展開する不動産物

件は、2008年に全世界を震わせ

たサブプライム問題の影響によ

り多く出てきた競売物件。つま

り、元々の持ち主が管理費を払えなくなってしまい、手

放さざるを得なくなってしまった物件なのです。

　サブプライム問題から2年以上たった現在でも、毎月

30万棟を超す物件が競売物件として出てくるそうです。

しかしながら、アメリカは移民の受入れを推進している

ため、主にメキシコ系の移民が住居として購入するケー

スが後を絶たないとのこと。

　そんな事象に目をつけて、競売物件を市場価格よりは

るかに安価で仕入れ、リノベーションをかけ、転売し、そ

の転売益を投資家へ還元すると

いう仕組みを展開しているのが、

このＲ社なのです。

　実にその還元率は年率10％を

超え、しかも元本保証というプ

ランになっています。ですので、

海外の資産運用事情を知らない

日本人にとっては、マユツバな

情報に聞こえるかもしれません

ね（苦笑）。

　Ｒ社ではこのような案件以外にも、トラスト（信託）業

務・各種保険販売など、ファイナンシャルにおけるトー

タルアドバイス業務を行っています。

　視察の際には、オフィスや提携先銀行（日本人の口座

開設も郵送で行える！）、TOYOTAやHONDAの工場が近く

に点在し、日本人コミュニティが発達している地区の

スーパーマーケットも訪れました。

　スーパーマーケットでは、店内の案内板やポップも日

本語で表記してあり、日本のスーパーで並んでいる商品

も数多く取り揃えてあります。日本人にとってもストレ

スなく生活できる地域となっており、移住されている方

たちもたくさんいらっしゃいました。言葉が壁になるこ

とが多いロングスティでも、それだけの環境があれば、心

配なく生活ができそうですね。

　今回の視察を終えてみての感

想。私個人的には、今まで新興国

地域や低課税地域などばかりに

目を向け、アメリカは思い込みに

よる食わず嫌いをしてきました

が、金融先進国だけあって資産保

全のためのスキームがかなり確立されており、金融のイ

ンフラの整備も整っている印象を受けた次第です。

　正直、もっと早く知りたかった！と思えるような有益

な情報が多くある事を知ることが出来ました。これから

早速自分自身の資産管理に組み込んでいきたいと思って

います。

　今回はテーマが違うため、お伝えする事が出来ませんで

したが、トラスト（信託）スキームを利用しての相続対策や、

日本では想像する事すら出来ないような異状に効率良い保

険の活用方法を学ぶことも出来ました。

　是非、このような情報を一人でも多くの方へ伝えてい

きたいと思います。

晴れて大学生に

日本の夜明けは近いぜよ！

「ミッキーマウスが教えてくれたこと」

龍馬（？）と社中跡

「学び」

キーストーンアライアンスメンバー（富山）
株式会社プランニングネットワーク　ＧＧＬ事務局
代表取締役　佐々木　卓（ササキ　スグル）

昭和50年富山県生まれ
有料会員制の資産運用サークル事業・フットサル場の運営、ショップの運営
などみずから新規事業を立ち上げ成長戦略を実践する。
海外ロングスティ事業・昨対比200％、飲食・サービス事業・昨年対比150％、
富山商業高校TOMISHOP執行部への通年支援などの支援実績。


