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百年シナリオ通信

　深まりゆく秋。ここのところ

すっかり涼しくなって参りま

したが、皆さんいかがお過ごし

でしょうか？

　さて、弊社ではここのところ

スタッフ一丸となってある取

り組みをしています。それは何かと言いますと、「いかに

リスクを押さえながら、お客様の資産を有利に増やして

いけるか」という課題を解決していくこと。ズバリ、お客

様の資産形成をＦＰの立場でしっかりサポートさせてい

ただく事務所を目指しています。

　例年弊社では、この時期に日頃のお客様のご愛顧への

感謝の意味を込めて、ささやかなプレゼントキャンペーン

を実施しています。今年も同様のキャンペーンを実施い

たしますので、簡単なアンケートをお答えのうえ、皆さん

どしどしご応募のほど、よろしくお願いいたします。

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

－セミナーを始めたきっかけは？－

　弊社ではご相談をいただいた

際には必ずライフプランニング

を行っておりますが、それから

かなり時間が経過しているお客

様がたくさんいらっしゃいます。

そういう方々に「ぜひ一度見直

していただきたい」と最近特に強く感じるようになった

からです。

－なぜそのように感じるのですか？－

　政治・経済などあらゆる面で状況が大きく変わって

きているからです。つまり『ライフプランニングを考え

る上での「前提」が変わってしまった』ということです。

ライフプランは、環境の変化に応じて変えていかなけ

ればならないものですが、その必要性を今ほど強く感

じることはないですね。もうひとつは、同じ問題であっ

たとしても、例えば５年前と今では、「皆さんにご提案

できる解決方法が全く違うかもしれない」と考えている

からです。

－それはどういうことですか？－

　一例ですが、代表の石野が執筆しているメールマガ

ジンで取り上げているテーマとして「外貨への資産分散」

というのがあります。これは、「資産を日本円だけで持

つのではなく、その一部をドルなどの外貨で持ちませ

んか」というご提案です。以前からこのようなお話しを

させていただいておりましたが、それはかなり限られ

た方に対してのみでした。理由のひとつは、当時まだま

だ皆さんにご提案できる金融商品が少なかったこと。

もうひとつは、お客さまの意識の変化です。

－意識の変化ですか？－

　最近は一般の週刊誌でも「海外に資産を分散させよう」

というような特集が組まれたりしていますが、皆さんは

そのことにあまり違和感を感じていらっしゃらないので

はありませんか？それだけ意識が変わったということ

です。５年ぐらい前までの、殆んど取り上げられること

がなかった頃と、「日本円しか持っていないことのほうが

怖い」という考え方が浸透しつつある今とでは、皆さんの

受け止め方は全然違うと思うのです。とすると、「外貨

への資産分散」という新しい解決方法をご提案しても、

今なら抵抗を感じる方は少ないのではないかと感じて

います。

－セミナーではどんな内容の話しをしているのですか？－

　まずは、今日本がどういう状態で、少し先の未来にど

のような姿になっているのかということをお話しさせて

いただきます。あとは実習です。「自分にとって必要な

老後資金はいくらか？」。これをひとつひとつステップを

踏んで、ご自分で算出していただきます。セミナーでは

「考えてそうで、実はあまり考えていない」質問が出て

きますが、そういうことを一度きちんと考えてみる。

そんな機会にしていただきたいと思っています。

５年前と今では、ご提案できる解決方法が全く違うかもしれません

秋深し、となりはなにをするひとぞ

【 新セミナー始動！ 講師の森本政行へインタビュー 】

＜森本よりメッセージ＞
　「漠然と不安を持っているけど、具体的にどうすべきかがわからない」。

そんな方は是非セミナーに足をお運びください。

皆さんはご自分で考えている以上に意識は変わって

いらしゃいます。そして、私どもＦＰも進化すべく

努力し続けています。お互いの変化が、以前だとで

きなかったような全く新しい形のご提案を生み出

すかもしれません。そんなシーンを想像するだけで

ワクワクしています。会場で皆さんにお会いできる

のを楽しみにしています。



キーストーンアライアンスメンバー（大阪）
患者のための安心・信頼できるドクター情報サイト
「おすすめドクター」主宰
ファイナンシャルプランナー　江上　善章（エガミ　ヨシアキ）

昭和35年　大阪市生まれ。
建機レンタル会社にて管理業務、営業を経験後、1998年アリコジャパンに転職。６年間
のコンサルタントを経て2004年㈱ホロスプランニングのメンバーとして独立。
JR事故体験を契機に2006年よりドクターの口コミサイト「おすすめドクター」を運営。

ＦＰの活動現場から
すべての家にストーリーがある。作品のバリエーションが多いのは
必然なんです。 ～「人生バラ色」新築・リフォームのポイントはコレ！～

住宅取得におけるライフシミュレーションの必要性

■おすすめドクターとは

　ＪＲ福知山線事故の時、私は４両目に乗車していて全治

１ヶ月の肋骨骨折。その時の医師の対応に不信を抱き、ド

クター選びに悩まされました。その経験から立ち上げた

サイトが『おすすめドクター』。信頼性を担保するため、

ドクターから推薦を受けた良医（安心・信頼できるドク

ター）を取材訪問し、お人柄なども総合的に判断した上

でご紹介しています(無料)。社会貢献をしたいという思

いと事故の風化防止のために始めて６年が経過し、現在

は取材スタッフとして私の他に、当ニュースレターで

お馴染みの廣谷信幸氏が活動しています。

■ドクターに対する印象

　これまで１５０名以上のドクターを取材訪問しました

が、名医やお人柄の良いドクターが多数いらっしゃいま

した。良い医師は患者さんの話を丁寧によく聞き、よく

観察されています。総じてスタッフの対応も良く、クリ

ニックも清潔な印象を受けました。「患者さんが多い」

「人気がある」という理由だけでは、本当に良いドクター

とは言えないようです。時間はかかりますが、１件１件ド

クターと面談・取材し、患者目線で伝えることが大切で

はないかと感じております。医師は、時によっては患者

　川 崎 市 の ハ ウ ス メ ー カ ー、株 式 会 社 タ マ ッ ク

（http://tamac-inc.co.jp/）専属ＦＰとして業務提携を

始めてから早７年が経ちました。その間に約３００組の

ご家族のライフシミュレーションに関わらせていただき

ました。まずそこからいえることは「【借入可能額】と【返

済可能額】は別物だ」ということです。借入可能額は、年収

における返済負担率で決まります。数字だけを見ると、

同じ年収、同じ返済期間であれば借入可能額は同じに

なります。しかし、同じ年収でも『子供がいない家庭』と

『子供が２人いる家庭』で、果たして返済可能額は一緒な

のでしょうか？教育費という大きなコストを将来に抱え

て、借入可能額上限まで借りてしまって本当に大丈夫な

のでしょうか。実際、借入可能額上限まで借りてしまい、

その後転職などによって収入が減ったことにより、大切な

家族や趣味など、生きがいに使うお金がまったく無い･･･

という人も増えています。

　では【借入可能額】と【返済可能額】のギャップを埋める

にはどうすればよいでしょうか。

その答えがライフシミュレーションにあります。

①自分らしい暮らし方の夢を描く『ライフデザイン』

②何年後にどのようなことが想定され、そこにはいくら

お金が必要となるのかを将来にわたって予測する

『ライフプランニング』

③現在の暮らしと将来のライフプランに基づいて長期的

な家計収支を見通し、問題点をチェックして対策を立

てる『キャッシュフローマネジメント』

この３つの項目を総合的にわかりやすく活用するのが、

ライフシミュレーションです。

　経済情勢や雇用問題など不安要素が多い現代だからこ

そ、目先の借入可能額に一喜一憂することなく、家族の

時間や趣味を楽しめる暮らしを送ること･･･それも家づ

くりの大切な要

素であるという

ことを忘れない

でほしいと思い

ます。

ドクターが推薦する良医とは？

さんの「命」を預かるこ

ともあります。良医との

出会いは、患者さんの人

生を変えるほど大きな

ことかもしれません。

■今後の活動について

　開設当時ＴＶ取材を受けたり、今年４月２６日付の読

売新聞に紹介記事が掲載されたこともあり、サイトへ

の訪問者も、多い日は1,000名を超えることもあります。

一方で事故から７年が経過し、慰霊祭も１つの行事のよ

うな雰囲気に変わりつつありますが、初心を忘れず、全

国の患者さんに役立つ『全国版おすすめドクター』へ発

展させることを目標として活動を続けていく所存です。

全国の良医情報がございましたら、是非ご一報お願い

いたします。

【借入可能額】と【返済可能額】は別物

キーストーンアライアンスメンバー（東京）
株式会社フィナンシャルパートナー
代表取締役　安達　将範（アダチ　マサノリ）

銀行、保険会社を経て平成17年独立。個人のライフプランニングから企業の
資金調達まで、お金に関して幅広く相談業務を請け負う。
日本フィナンシャルプランナーズ協会会員
リスクマネジメント協会会員、保険販売資格：（株）ホロスプランニング
趣味は大相撲観戦

　キーストーンアライアンス代表の石野が長年にわたりお付き合いさ

せていただいている一級建築士守谷昌紀氏が、テレビ番組「大改造!!

劇的ビフォーアフター」の匠として登場いたしました。

　１０年続いているこの人気番組は、どういう基準で建築家を探している

のか。依頼主が「人生バラ色」と涙を流したリフォームを行った守谷氏が、

　ある日突然、番組プロデューサーから電話をいただきま

した。実際にお会いして色々お話しをしていたら、おもむろ

にビデオカメラを取り出されて「建築理念について話してく

ださい」。ものすごく緊張してしまったのですが、いつも話

していることなのでその想いは伝わったのでしょう。番組

に関わらせていただくことになりました。どうやって私に

たどり着いたのかを聞いてみたところ、「Ｗｅｂや建築雑誌

●守谷氏が登場した「大改造！！劇的ビフォーアフター」
2012年7月8日放送「天井から雨が降る家」番組ホームページ
http://asahi.co.jp/beforeafter/list/d00095mpls.php

●守谷氏のこれまでの作品や、氏のブログ「ゲツモク日記」も掲載さ
れています。
一級建築士事務所アトリエｍ ホームページ
http://www.atelier-m.com/
※番組で手がけた家は「住之江の元長屋」というタイトルで紹介さ
れています。

を見て」とのことでした。設計事務所としては比較的早い時

期からＷｅｂには力を入れていて、これまで手がけてきた作

品はほぼ全て掲載していますし、おかげさまで雑誌にもよ

く取り上げていただいているので、それが目に留まったの

でしょう。ちなみに建築雑誌が掲載するに際して重視して

いるのが、「クライアントと建築家が良好な関係を築いてい

るか」ということなんです。

※シミュレーショングラフサンプル

おすすめドクター http://www.osusume-dr.com/

建築家として大切にしていることは何か？家を建

てる・リフォームを検討されている皆さまにとっ

てもこれはぜひ知りたいと思われることではない

でしょうか。そこで今回は、守谷氏の講演会での

お話しから、そのポイントを探ってみました。

　「大好き！」と心から愛せる家に住むことは、全ての方にとっての夢

だと思います。今回お伝えさせていただいたことが、皆さんの夢の実

現のお役に立てていただければ幸いです。

　そして、次に考えないといけない大切なことがあります。「資金を

どうするか」。どうぞご安心ください！皆さんのお近くに相談できる

相手がいらっしゃいますよね。そう、このニュースレターをお届けし

ているお金のプロフェッショナルが！！

文責：キーストーンアライアンス事務局

野田 真由美

１．きっかけはプロデューサーからの電話

　リフォームするのはクライアントの「今ある環境を受け入

れる意思」だと考えています。なので、与えられた環境・条件の

中でその夢を実現するのが建築家の使命だと思っています。

私が番組で担当させていただいたのは、築７４年で雨漏りがひ

どく、元々は６軒長屋だったその中央部に位置しているため、

光が入らないという環境の家でした。それでもここは８人の

子供が育った場所であり、１００歳の長寿を全うされたお母

様を見送った、依頼主の姉妹にとっては想い出がつまった

大切な場所。「ここにちゃんとした家を建

てて守っていくのが、私たちの使命」と話

した彼女達にとっては、リフォーム以外の

選択肢はないんです。だからどれだけ厳し

い条件であっても、それをクリアしなけれ

ばならない。建築家の「問題解決能力」は、

特にリフォームの場合は重要になってく

ると思います。

２．問題解決能力

　これは以前Ｗｅｂを見て問合せをしてこられた方のお話し

です。お会いしてご希望を聞いていると、私がそれまで手が

けてきた作品とは全然違う。正直、お断りしようかと考えた

時もあったのですが、結局お引き受けさせていただき、その

ご夫妻とは今でもことあるごとにプレゼントをいただいた

りして、仲良くさせていただいています。「なぜ、私だったの

か？」最初から抱えていた疑問をある日ぶつけてみました。

奥様から返ってきた言葉が『守谷さん、ブログに「花が好き」と

書いていらしゃったから』ご主人に聞くと「海が好きと書いて

あったから。海が好きな人に悪い人はいないからね」。

　私はそれまで「いい作品を作れば、依頼が増える」と思ってい

ましたが、それだけではないんですね。クライアントは建築家

に対して「どういう人間か」「どういう考え方をする人なのか」

「信用できる人間なのか」ということをすごく見ていらっしゃ

る。私はＷｅｂを立ち上げた２年後、２００４年から「ゲツモク

日記」というブログを書いています。こちらはプライベート

ブログのような感じで家族のことや趣味のことなどを書い

ているのですが、これを読んで問合せや依頼をしてこられ

る方も結構いらっしゃいます。こういうところでクライアント

は「この建築家の感性が好きだな」とか判断されるんですね。

これは「誰に設計やリフォームを頼むか」を考えるうえでは、

とても大事なことだと思います。

　「好きか嫌いか」この感覚は大切にし

てほしいです。

３．海が好きな人に悪い人はいない

　「なぜリフォームするのか」「なぜ家を建てるのか」その動

機をクライアントに求めるようになりました。動機をどん

どん掘り下げていって「本当に好きなもの」「大切なこと」を

明確にしてそれを中心に作れば、絶対にいい家ができます。

動機はクライアントによって千差万別です。だから、私の作

品はバリエーションが多い。全ての家にストーリーがあり

ますからね。「作品に幅がある」というのは、番組が建築家を

選ぶ時のポイントになっていると私は

思います。これから家を建てる方、リ

フォームをお考えの方は、「その家でど

んな暮らしをしたいのか」をしっかりイ

メージして建築家に伝えてください。そ

うすれば、家が大好きになります、間違

いなく。

４．動機を明確にする

before

after

after

before
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