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キーストーン
百年シナリオ通信

7月度半期決算確定後、収益の一部を日本

赤十字社に募金させていただきます。

　今年も暑い夏がやってまいりました。しかし、今年

は震災・原発問題の影響もあって、エアコンの設定温

度を上げるなど、各ご家庭でも節電を心がけておられ

るのではないでしょうか？

　さて、弊社では小誌春号にて、今回の震災を受けて

スタッフで節約募金をさせていただくご案内させてい

ただきましたが、各自の取り組みを「私の節約術」とし

てホームページのスタッフブログにて掲載させていた

だきました。以下、スタッフ紹介を兼ねてその要約を

ご紹介させていただきますので、どうぞご覧下さい。

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

暑中お見舞い申し上げます

日本赤十字社に定額募金を継続して行っています。
口座からの自動引落なので、何かと便利ですよ。

石野　毅

原田家では太陽光発電を利用し、電力は自給自足で
す。室内の電力モニタで日々の発電量や消費電力量
が確認できるので、自然と節電を心がけるようになり
ました。

節

私 の

約 術 スタッフの取り組み

原田　信一

森本家では妻が仕事をしているため、娘を無認可保育
所へ預けておりましたが、今年４月から認可保育所へ。
なんと、保育料を約３分の１圧縮できました。

森本　政行

生活費をクレジットカードや(百貨店)友の会カードで決
済し、貯まったポイント分を募金させていただくことに
しました。これまで通り過ぎていた「ご来店ポイント登録
機（百貨店に行くだけでポイントがもら
える）」、今はしっかり利用しています。

伊藤　理恵

以前からお買物のお釣で500円玉をもらうと何となく
小バケツに放り込み、いつの間にか貯まっているお金。
4年前まで仙台に住んでいたので、非常に愛着があ
る東北。その復興のために役立ててく

ださる所へ託します。

小野　由紀子

「･･･したつもり」を合言葉に、お小遣いの中から一定
額を「使ったつもり」にし、貯金箱に貯めています。
節電のため「夏は家族みんなで川の字になって、１つ
の部屋で寝ようか」と話しています。

安孫子　仁美

息子と別々に貯金箱を作りました。
家事の手伝いをし、仕事内容や頑張り具合から、妻（息
子にとっては母）からの評価により、報酬決定。
そのお金は貯金箱へ、そして募金へ･･･

三佐々川　豊

弊社としての取り組み
義援金サイトとして立ち上げました「未来への架け橋へ！東日本震災プロジェクト」

に、430,500円の募金をお寄せいただきました。（2011年5月31日時点）

皆さまのご協力、ありがとうございました。心から感謝しております。

キーストーンアライアンスとしての取り組み

一目で電力状況がわ
かるので、モチベー
ションも高まります！

無理やりヘル
メットをかぶせ
ていざ、出陣！

以前読んだ本を再度読み返し、新刊本を買うペースを
落として本代を節約しています。
昔の本も今読むと、新たな気付きがいっぱいです！
ひょっとして私、成長していない？？

野田　真由美

読み返した
本の数々

どちらがよりた
くさん貯まるか
競争中！



キーストーンアライアンスメンバー（東京）
株式会社ホロスプランニング　東京オフィス
ファイナンシャルプランナー　宇野　文聡（ウノ　フミアキ）

昭和41年東京生まれ
MDRT終身会員　2008･2011年コートオブザテーブル(COT)会員　
2005年にソニー生命から独立、保険代理店ホロスプランニングに加盟。　
お客様のファイナンシャルゴールを達成して頂くため「最高の問題解決策を
提案・実践すること」を目標に、自らを研鑽・活動中。

キーストーンアライアンスメンバー（福島）
ＦＰ ＬＩＮＫ(エフピー・リンク)
代表　岡崎　滋（オカザキ　シゲル）

製薬会社で営業を15年経験後、’97年ソニー生命保険へ転職。
‘02年12月に独立し、ライフプランコンサルティングのFP  LINKを設立。
ライフプラン相談会や資産運用・老後資金準備等のセミナー開催、社員向け
研修セミナー事業など、個人・法人へのコンサルテイングを中心に活動中。
趣味は車いじりとミニカー収集。（なんでも鑑定団に出演しました。）

私の百年シナリオ

生きがい・趣味

　３月１１日に発生した“東日本大震災”は、各地に

甚大な被害をもたらしました。地震や津波で一瞬にし

て家族や健康、家、仕事等すべてを失われた方が大勢

いらっしゃいます。「復興はいつになるのか？」「国や

自治体等からの保障や支援はどうなっているのか？」

各自が今まで考えてきた人生設計は白紙となってし

まいました。

　特に私の住んでいる福島県は、地震や津波に加え、

見えない原発事故や風評被害という四重苦となって

います。地元の報道では毎日のように放射能値が発表

され、いつ収束し安心して生活できるのかという不安

が消えません。原発から五十キロ以上離れた私の住む

地域でも、お子様がいらっしゃるご家庭では、ご主人

は仕事のため自宅に残り、奥様とお子様は県外に自主

避難をされるという方も少なくないようです。

　このように直接の被害はなくとも、普通の生活が送

れない状況になりうるのです。私はこの福島県で、被災

者の直接の生の声を聞く機会もあり、ここで生活して

いる当事者にしか分からない不安も体験しています。

　今まで私はお客様のライフプラン作成などのお手伝

いをしてきましたが、この震災により「考え方も全く

変わってしまう事もある」と考えなければなりません。

千年に一度という大震災が現実となってしまった今、

「来ないだろう」という考えは捨てなければなりませ

ん。最大の不安が現実となった時に、柔軟な対応で

最低限の資金が確保できるよう、お客様にライフプ

ランを提案するのが私のすべきこと・使命だと考え

ています。そして地域社会に密着した、明るい未来

に向けての、お客様の幸せを守るお手伝いが出来れ

ばと思っています。

　他の地域にお住まい

の皆様もライフプラン

について、是非ご一考

いただく事を願います。

　私が最近嵌まっている

こと、それは加圧トレー

ニングです。

　実は私は 2年程前、そ

の当時話題となったレ

コーディングダイエッ

トにチャレンジしまし

た。ひたすらその日に食べたものをノートに書き留

めていくというもので、手軽であったということも

功を奏し、その時は一気に短期間で10キロ減量に成

功。しかし、その後の不摂生がたたり、リバウンド。

見事に1年かけて元の体重まで戻してしまったのです。

　そこで今年に入って心機一転、週二回のペース

で通いだしたのが加圧トレーニング。加圧トレー

ニングとは、文字通り圧力を加えた状態で行うト

レーニングのことです。 腕の付け根と脚の付け根

に適正な圧力をかけて血流を制限します。この状

態でトレーニングをすると、少ない負荷でも大き

な効果が得られるのです。私は完全にマンツーマン

形式で毎回1時間ですが、これがかなり内容が濃い。

大学で筋力トレーニングのメカニズムを専門に

勉強されたイケメントレーナーについてもらい、

トレーニングに励んでいます。

　体によい食事の採り方も詳しく指導してもらえ

るので、本当に食事面も同時に改善できました。

　摂取カロリーを減らすだけのダイエットでは、

基礎体力や筋力がどんどん落ちてしまうので、体に

よくない。お蔭様で今では昔の痩せていたころのスー

ツも着られるようにな

り、とても嬉しいです。

　加圧トレーニングは、

忙しい方も短時間のト

レーニングで成果が見

込めますので、お勧め

です！！

いよいよ夏到来！ 夏休みの旅行計画に胸躍らせていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
「旅」のその先にあるのが「ロングステイ」。
今回は、キーストーンアライアンスメンバーであるＧＧＬ富山がご紹介している、フィリピンの
「Makisonリゾート」でロングステイを体験された方、視察ツアーに参加された方の「感じたままの
ナマの声」をお届けします。今年は海外を「旅する」ではなく、「住まう」という視点で過ごしてみては
いかがでしょう？ 違った景色が見えてくるかも…

ナマの海外情報 視察ツアーレポート＆ロングステイ情報
「あなたのライフプランは何事にも対応出来ますか？」

「最近嵌（はま）っていること～加圧トレーニング～」

　海外旅行といえばヨーロッパば
かりで、今回アジアは初上陸でし
た。初めてのアジアということで、
交通事情など習慣の違いに戸惑
った部分はありましたが、それ以
上に「近い」、「安い」、そして「食事
がおいしい」ことを実感しました。
　現地の人々の優しい心遣いが感じられて一緒にいてとて
も楽しく、「もう一度行きたい」という気持ちになりました。

初めてのアジア！
近い！安い！おいしい！を実感

　4月に5日間、Makisonリゾー
トの視察ツアーに参加しました。
4月のマニラはホットドライとい
う時期だそうで、空港の外に出る
と青い空と灼熱の太陽。昔、子供
の頃に感じた夏を思わせる、どこ
か懐かしい感じがしました。
　フィリピン料理は初の試みでしたが、なかなかいけて
いる感じ。日本とは根本的に調味料が違うので、少し甘
めかなという感じでした。果物が大好きな私は、日本で
は思いっきり食べられないと思い、マンゴー、パイナッ
プル、バナナと思う存分食べてしまいました。
　観光地のタガイタイは、展望台から見た眺めが絶景
で、しばらくの間茫然としてしまい、「帰りたくない…」と
思ってしまった程です。ボホール島には、今まで見たこ
ともない程の青い海の上を、高速艇に乗って向かいまし
た。南国情緒タップリの島では、手の届きそうな所にバ
ナナやヤシの木があり、ここに住んでいる人達は、「何も
しなくても食べることには事欠かないのでは」と思って
しまう程でした。
　セブのビーチやボホールの川では、裸の子供達が思
いっきり「子供をしている」感じで、今の日本では見られ

ない光景でした。
　フィリピンには、7,000以上の
島があるそうですが、夢と希望
が秘められている国という感じ
を受けながら帰国しました。

日本では見られない
子供らしい子供をみました。

岩手県北上市在住  相澤さん

　初めてツアー参加の時は、かな
り不安でした。初めての飛行機、初
めての海外、英語なんて全く無理!!
ドキドキ、不安のままマニラ空港
に降り立ちました。そんな私を出
迎えてくれたのが、現地スタッフ
の“満面の笑顔”しかも“日本語”。
初めての海外という不安が一気になくなりました。
フィリピンに行ってみてまず感じたのは、確かに貧しい国
でしたが、「誰もが生きる為に必死」というのがよくわかり
ました。でも、そこには悲壮感はなく、なぜか皆笑顔なの
です。私の目には、生きていることを楽しんでいるように
見えて、逆に日本人より、ずっと心が豊かなんだろうと思
いました。私たち日本人はあまりにも豊かな事に慣れて
しまい「無い物（事）にだけ焦点を合わせて不平、不満を
言い、「有る物（事）」に感謝することを忘れてしまったの
ではないか…と思い、反省させられました。
　市内見学では、マニラ大聖堂、ホセ・リサール公園、歴
史の重みに言葉が出ませんでした。全くフィリピンに対し
ての予備知識が無いままに色々見学させていただいたの
ですが、日本とフィリピンの歴史的な深い関係を知ること
ができました。それから至福の時。最高のエステに最高
の食事。本当に何を食べても『おいひぃ～』の連発!!お酒
もおいしくて、本当に初めてなのに、最高に楽しい時間を
過ごす事ができました。
　フィリピンでは、すごくゆっくり時間が流れている感じ
で、皆がおおらかです。「時間に縛られない生活」という
のは、もしかしたら人生最大の「贅沢」なのでは…と感じ
てしまいました。
　今回のツアーで特に印象に残っているのが、ボホール
でみた夕日です。どんな絵ハガキやポスターや写真より
も素敵な夕日でした。あの時、あの瞬間、あの場所に居た
人にしか味わうことのできない感動でした。
　やっぱりどんな話を聞くより、写真を見せられるより、そ
の場に行って自分の目で見て、耳で聴いて、肌で感じる事。

これに勝る感動はありません。現
地での全く知らない人達との偶然
（運命）の出会い。これもツアーな
らではの良いところだと思いま
す。行かれたことの無い方は、ぜ
ひ体感してみてください。

現地の方々の満面の笑顔で
海外への不安が一気になくなりました。

岩手県奥州市在住  阿部さん愛知県名古屋市在住  舟橋さん

Makisonリゾート、ロングス
テイにご興味を持たれた方は
コチラをご覧ください。
http://www.makison.com/
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