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　皆様お元気でいらっしゃ

いますか？先日、プランナー

だけで合宿を行いました。普

段とは違う場所で時間制限

なし。お客様により高いご満

足をいただくために我々は

どうあるべきかについて、自

由闊達な意見交換ができたことが何よりの収穫でし

た。また弊社では初の取り組みとなりますが、女性プ

ランナーによるご相談を始めさせていただきました。

これからも皆さまからより高く、そして深い信頼をい

ただくために精進してまいりますので、今後とも何卒

よろしくお願いいたします。今年も厳しい夏が予想さ

れます。どうぞ水分補給を怠らず、健康でお過ごしく

ださいませ。

 感謝を込めて

株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ

取締役　原田　信一

　「この年齢になるとね、健康の

話しがよくでてくるんですよ」

－最近久しぶりにお問合せをいただ
いた丸山様。そのきっかけについて
お聞きしたところ、大きな笑顔と一緒
に返ってきたのがこの言葉でした－

　で、ふと不安になったんです「健康面での対策を何も

していないな」と。私はがんのことが気になったので、が

ん保険のことを調べて、「これがいいかな」と思う商品の

絞り込みまでやりました。でも色々疑問もあるし、自分

流の考え方だけで決めてしまっていいのかなという不

安もありました。その時に「キーストーンさんに相談し

てみよう」って。もともと石野さんにご担当いただいて

いたのですが、お忙しそうだし、「こんなこと聞いてもい

いのかな」と思いながら電話したんです。そしたら小野

さん(※弊社プランナー )から連絡をいただき、様々な

アドバイスをいただきました。丁寧に対応いただける部

分は今も変わっていないのが嬉しかったですね。ご相談

したことで自分なりにすごく納得できたので、そのまま

手続きをお願いしました。

　小野さんが女性なので、とても気安く色んなお話しを

させていただくことができました。コミュニケーション

には「余談」がとても大事だと思っています。全然関係な

い話しから、人間性とか人となりがわかってくるんです、

私の場合は。小野さんのことも

余談の中で、以前は資格専門校

のＦＰ講座の先生をされていたと

いうことを知りました。「知識が

豊富な方だな」とは思っていたの

ですが、小野さんの歴史とか背景

がわかってすごく納得しました。ますます信頼感が増し

ましたね。

－丸山様とのご縁は、弊社のお客様であるご友人からのご紹
介でした。そして、丸山様からも色んな方をご紹介いただいて
います－

　私って、昔から色んな相談を受けるんです。で、保険

とかお金に関わるようなことを聞かれた時は「相談でき

るところを紹介しようか」って言って、小野さんに「連絡

してもらえませんか」ってお願いしています。私も相談

してこられた方に対して責任がありますし、その点キー

ストーンさんには安心してお任せできますから。あと、

やっぱり女性には女性のほうが紹介しやすいです。男性

だとつまらない話しができないような気がして。女性っ

て（私だけかもしれませんけど）、そういう話題からのほ

うが本音を話しやすいという部分ってあると思います。

－キーストーンに対するご要望をお聞かせください－

　年に１回でいいから、お電話をいただけると嬉しいで

すね。「私のことを忘れてほしくない」という気持ちって

誰でも持っていると思うので、「あなたのこと、ちゃんと

覚えてますよ」って、もっと「声」でアピールされるといい

と思います。

やっぱり「信頼」が一番大切だと思います

暑中お見舞い申し上げます

【 7年前にご縁をいただいた丸山悦子様にお話しをお伺いしました 】

＜インタビュアー野田より＞
　子育てにお仕事、家事と多忙な毎日をお過ごしの中、１時間以上に

わたり、インタビューにお答えいただきました。本当にありがとうご

ざいました。

　最後に「夢は何ですか？」とお聞きすると「子供が独立したら、ゆっ

くりと夫婦で海外旅行をしたいですね」。以前ニュースレターでご紹

介したマレーシアのジョホールバル（ＪＢ）にもご関心をお持ちとのこ

と。弊社では、セカンドライフを実際にご体験いただけるＪＢ視察ツ

アーを考えていますので、ぜひ丸山様もお越しくださいね。

その時はどうぞ、ご夫婦だけでごゆっくりおくつろぎください。

ふんわりと優しい雰囲気が
印象的だった丸山悦子様

左は弊社小野



キーストーンアライアンスメンバー（沖縄）
有限会社ライブアップ
代表取締役　慶田城　裕（ケダシロ　ユタカ）

1965年生まれ　沖縄県石垣島出身
1990年、琉球大学法文学部卒業。リース会社、生命保険会社などを経て、2005年
に独立。ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランニングを通じて顧客
の将来の夢や目標の実現をサポート。「賢い準備が、明るい未来を拓く」を座右の
銘に、顧客のために全力をつくす。

ＦＰの活動現場から
タイ バンコク バムルンラード・インターナショナル病院にて

健康診断を受けました。

こどもの教育

　沖縄の地にＦＰ【ファイナンシャルプランナー】を

根付かせたいと平成１８年４月に有限会社ライブアッ

プを設立して早６年が経過しました。沖縄県内では、

東京から講師（ＦＰ）を招いてのセミナーがほとんどで

したが、おかげさまで昨年は、沖縄県庁・沖縄県警・各

市町村職員組合でのライフプランセミナー講師や中

学生・高校生向けのセミナー依頼をいただきました。

年間１００回近くの講演や研修や地元新聞への寄稿な

どにより、少しづつ認知度も上がってきたのを実感し

ています。これからもスタッフ一同、地域に根差した

ＦＰ事務所を目指します。

　現在、大阪市内にあるインターナショナルスクー

ルに９歳の息子が通っています。クラスメイトは韓

国人が非常に多く、その他にサモア人、イタリア人

などが在籍しています。インターナショナルスクー

ルを考えたのは、私達夫婦の結婚前の体験からで

す。彼が２歳になった時、近くのプレスクール（会話

が英語のみの幼稚園）と、語学力のバランスをとる

ために日本語の幼児教育に通わせました。最初はよ

く泣いていましたが、日を追うごとに楽しんで通う

ようになったので、そのままインターナショナルス

クールに進ませることにしました。

　学校の教育は型にはまった感じはなく、小さい時

から研究発表をするなど、自由な発想が出るような

プ ロ グ ラ ム が 多 い で

す。あと、親が学校行事

の手伝いをすることも

よくあり、先日行われ

た『フードフェスティ

バル』で私は風船を膨

らませて販売。利益は

被災地に寄付しました。

ハロウィンパーティー

では生徒だけでなく先

生も全員仮装をして、

一緒に楽しんでいます。

　一方悩ましい点は、徒歩圏にクラスメイトがいな

いことです。今後の課題は、彼がどのように進学し

ていくのか、親としては多額の教育費用（大学生の

授業料、若しくはそれ以上）をどう捻出していくか。

ファイナンシャルプランナーではありますが、試行

錯誤の日々です。

　息子には、世界をまたにかけて、日本のいい点を

他国の方だけでなく、日本人にも伝えられるような

人になってもらえたら嬉しいなと思います。

百武加恵先生プロフィール

1993年、防衛医科大学校を卒業。同年、医師免許を取得し、2005年まで主に自衛隊福岡病
院にて内科医として勤務。健康診断、感染症、糖尿病、消火器、呼吸器疾患など、一般内科
診療に携わる。
2010年、バムルンラード・インターナショナル病院に勤務し、同年、日本人で2人目となる
タイの医師免許を取得。2011年3月より診察を開始。

Ⅰ.沖縄の地にＦＰを

　タイトルは『家計のプロが教える「ちょっとお得な

お金の話」～誰も教えてくれないお金のキホン＆ラ

イフプラン術～』。６月２５日に全国の書店で販売開始

されました。初めての出版で

苦労しましたが、多くの人に

手に取っていただけたらと思

います。家族の夢・目標実現の

ために、家族で話し合うきっ

かけになれば幸いです。

Ⅱ.本を出版しました

「インターナショナルスクールについて」 

キーストーンアライアンス（大阪）
株式会社キーストーンＦＰコンサルタンツ
ファイナンシャルプランナー　三佐々川　豊（ミササガワ　ユタカ）

1970年生まれ　大阪市出身
大学時代、ニュージーランドをバイクで一人旅。この時「日本という生まれ
育った国に対するポリシー（信念）が、自分にはない」と気付かされ、「これで
は生きていけない」と痛感。
卒業後不動産会社に就職し、2008年に外資系生保、2010年に現職。

当日の流れ

病院の特徴

100名の高校生の前で行っ
た講演タイトルは「未来の
自分と向き合おう」。ライフ
プランニングの重要性につ
いてお話しました。

第１章　貯蓄について考えよう

第２章　ライフプランニング

第３章　人生の４大資金

第４章　生命保険

第５章　資産運用

アマゾン等ネット書店でも購入
可能です。
定価：800円(税別)

左から２番目が息子の隼（はやと）

様々な国の料理が楽しめるフードフェス
ティバル

　香港法人グローバルサポート（ＧＳ）社にサポートをいた

だき、東南アジア最大の私立病院、バムルンラード・イン

ターナショナル病院で、健康診断を受けました。タイは、

外国から患者を受け入れる【メディカルツーリズム】の先

進国。

　なぜ、世界中から治療のために多くの患者が訪れるので

しょうか？

　４０年以上前のベトナム戦争時、米国は自国の臨床医不

足のため、フィリピンやタイの優秀な医学生・医師を招聘

し医師不足を補いました。その後、フィリピンの医師は米

国に定着し母国に戻りませんでしたが、タイの医師は母国

に戻り、株式会社立病院を設立。既存の病院との差別化の

為、豪華な内装、待ち時間がないことを売りにし、都市部

の富裕層に特化したサービスを開始したという歴史的な

背景があります。したがって、タイの医療は欧米の流れを

汲んでいます。ちなみに親会社は、バンコク銀行です。

　ＡＭ７：３０に病院１０階の日本人専用受付に行き、パス

ポートを提出。日本語を話すタイ人スタッフが丁寧に応対

してくれ、簡単に登録が終わりました。最初に支払いがあ

り、クレジットカードも使えて、２６項目で１８，０００バーツ

（約４６，０００円）です。

　その後着替えて、日本人スタッフの案内に従って移動。

ドクターがタイ語で説明をしてくださるたびに、日本人ス

タッフが通訳してくれます。負荷心電図もはじめて測定。

トレッドミルで走りながら、心電図、脈拍、血圧を測定し

ます。

　朝食は摂らずにいくので、胃のバリウム検査が終わる

と、空港ラウンジのようなスペースがあり、飲み物、果物、

シリアル等をいただくことが出来ます。ラウンジでは、

あらゆる国の言葉が聴こえてきました。まさにインター

１９８０年にバンコクの中心に設立。最新の医療設備をそなえた３６の
外来患者センター、５５４のベッド数。
２００２年に米国基準の国際病院認定（ＪＣＩ）をアジアで初めて取得。
その医療水準の高さや衛生的な環境から、年間約１００万人の来院者。
そのうち約４割の４０万人が、海外からの来院者です（世界１９０カ国）。
『赤ちゃんに優しい病院認定』も受けており、出産を控える女性にとて
も心強いです。日本人には、日本人顧客サービス課が日本語のワンス
トップ・サービスを行っています。
「こんな病気にはどの専門医がいいか？」
「レーシック手術と美容整形は同時に出来るの？」
など、さまざまな医療の相談に応じてくれます。
また、日本人マネージャーが常駐し、日本語の通訳者が１５名（うち２名
が日本の看護師資格を有する通訳者）います。
実際に訪れるとラグジュアリーな空間で、ホテルのような雰囲気です。

バムルンラード・インターナショナル病院  Bumrungrad International HOSPITAL
日本人顧客サービス課
日本語直通電話（24時間）：02-667-1501
（外来診療時間以外は緊急対応のみ）

営業時間 月～金 7：00 ～ 20：00
 土・日 7：00 ～ 19：00
住所  33 Sukhumvit Soi3（Soi Nana Nua）

www.bumrungrad.com

ナショナル病院です。

　検査はＰＭ０：００にはすべて

終わり、最後に問診です。内科医

　百武加恵先生が担当してくだ

さいました。日本人患者の強い

味方です。とてもやさしい、気さ

くな感じの先生で、パソコン上

ですべての私のデータを見ながら、説明をしていただきま

した。

受診をしてみて
　待ち時間も少なく、システム化されています。とても

快適に健康診断を受けることができ、まさにホスピタリ

ティを感じました。

　病院内には、６カ国の料理が楽しめるインターナショ

ナルレストラン、マクドナルド、スターバックスが入っ

ており、楽しい雰囲気。

　入院個室も見学させていただきました。１泊１６，４００

バーツ（約４２，０００円）。患者の食事代、看護師代が含ま

れます。広くて綺麗で、癒やされる高級ホテルのスイー

トルームのようなお部屋です。日本と比較すると、安い

と感じました。

　診断結果は、立派な冊子になっ

て、約２週間後に送付されてきま

した。私は、旅行の最終日に受診

したので、おいしいバンコク料理

とお酒をたくさんいただいた後

でした。できれば健康診断は、バ

ンコクに入国してすぐに受けた

ほうが良いと思います。また、一度健康診断を受けておく

と診察券が発行されるので、次回からスムーズに受診する

ことが出来ます。

　今後、日本の財政が厳しくなり、健康保険の制度が変

更されていく可能性が高いです。また首都圏では、今か

ら５～１０年後の急速な高齢化に伴い、病院の供給が足り

なくなると想定されます。日本から、あるいは海外移住

先から、健康診断もしくは治療のためにバンコクを訪れ

る時代がくるのも近いように思います。海外旅行がてら、

自費で健康診断もしくは治療を受けるのも、一般的にな

るでしょう。興味がおありの方は、検討してみてはいか

がでしょうか？

吹き抜けになっている病院内

入院個室

キーストーンアライアンス　事務局長
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。
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