
 

 

 みなさん、こんにちは！

粕尾です。ふきのとうのふきのとうのふきのとうのふきのとうの

芽芽芽芽が出て、福寿草福寿草福寿草福寿草が咲き

始めると春の訪れを感じま

すね。みなさん、お元気で

お過ごしですか？ 

 

先日、我が家の畑に堆肥を

入れました。五月の連休の植

え付けをめざし、家内と二人

がんばりました。無農薬で作

る野菜はおいしいんですよ！ 

なす、キュウリを植える

予定です。夏にはきっと大大大大

収穫収穫収穫収穫！今からとても、と

ても楽しみです。 

 

では、今月の「しあわせかわら版」スタートで

す！  

 

 

サ バという漢字は 
どう書く？ 

 

 先日、あるメールマガ

ジンを読んで、大笑いを

した話がありましたので

紹介します。 

 

ミスタージャイアンツこ

と長嶋さんの話です。 

ある試合のとき、ベンチ

でずっと考えごとをして

いる。動物的直感で、試

合の流れを読んでいるのか。そして、しばらくし

たところでこう口を開いた。 

「サバサバサバサバってってってって漢字漢字漢字漢字はどう書くんだっけ？」 

「魚偏に『青』と書いて鯖ですよ」と、選手が教

えてあげると「そうか。魚偏にブルーブルーブルーブルーと書くの

おせわになったおおせわになったおおせわになったおおせわになったお客様客様客様客様におにおにおにお届届届届けするけするけするけする、、、、情報情報情報情報レターレターレターレター    

※この情報レターがご不要の場合は、大変お手数をお掛けいたしますが 

同封のアンケートに「不要」とご記入いただき、ご返信ください。 

今 月 の 話 題 
 

・・・・    夏夏夏夏のののの収穫収穫収穫収穫がががが楽楽楽楽しみしみしみしみ！！！！    野菜作野菜作野菜作野菜作りはいかがですかりはいかがですかりはいかがですかりはいかがですか？？？？    
・・・・    サバサバサバサバとととと漢字漢字漢字漢字はどうはどうはどうはどう書書書書くくくく？？？？    
・・・・    幸幸幸幸せなせなせなせな老後老後老後老後のためののためののためののための株式株式株式株式セミナーセミナーセミナーセミナー！！！！    
・・・・    要要要要チェックチェックチェックチェック！！！！のののの入院限度日数入院限度日数入院限度日数入院限度日数とはとはとはとは？？？？    
・・・・    励励励励ましのおましのおましのおましのお便便便便りりりり、、、、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます！！！！    

 

しあわせ企画   

企業理念企業理念企業理念企業理念    ●私たちは、しあわせの「コーディネイト」を目指します。 

経営理念経営理念経営理念経営理念    ●私たちは、金融のプロとして資産運用を通して、安心で 

      しあわせな生活を一生涯にわたり提案しつづけます。 

                    ●●●●私たちは、お客様のしあわせを創造することを通して、 

      自らの幸せを目指します。 
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堆肥、作りました。 

ん～どうでしょ～！ 

ファイナンシャルプランナーの

息子とがんばってます！！！！！！！！    



 

 

 長嶋さんは、まさに

“幸せの達人”です。 

 

 自分だけでなく、周

りの人々も幸せにして

くれますよね。 

 

 私も長嶋さんのように、周囲がパッと明るくな

るような、幸幸幸幸せのせのせのせの達人達人達人達人！！！！になれればいいなぁ

と、改めて思いました。 

  

 長嶋さんといえば野球。先日のＷＢＣでは日本

は世界一世界一世界一世界一になりました。興奮しましたね！世界一

になったんですよ。 

私の口癖ではありませんが「やれば出来る！」こ

れからの日本も捨てたもんじゃありません。 こ

れからの未来に明るい希望

が見えてきたじゃありませ

んか！ 

  

 この明るい未来に向け

て、私も長嶋さんのよう

に、幸せの達人になって皆

さんに、幸せな生活のお手

伝いをしていきたいと思っ

ています。 

 

 

幸 せな老後のための 
株式セミナー！ 

 

 ３月１１日、ホテルメトロポリタン長野にて、

日本アジア証券の高田昭先生をお迎えして株式株式株式株式セセセセ

ミナーミナーミナーミナーを開催しました。テーマは『『『『２００６２００６２００６２００６年年年年

株式市場株式市場株式市場株式市場のののの展望展望展望展望とととと資産分散資産分散資産分散資産分散のののの仕方仕方仕方仕方』』』』です。 

 

 昨今の金融市場はたくさんの商品があふれてい

て「どんな商品を選んだらいいんですか？」とよ

く聞かれます。 

 そんな中、金融についての基礎知識を勉強する

機会を作りたいと思いまして、株式セミナーを開

催しました。 

 高田先生は現場での経験も豊富で、グローバグローバグローバグローバ

ルルルル・・・・ソブリンソブリンソブリンソブリン・・・・オープンオープンオープンオープンという、世界の国債を

取り入れたオープン型の投資信託を販売されたグ

ループのメンバーのお一人です。 

 

 高田先生のお話は現在の市場に出ている商品の

説明から、業界の今後の展望、そして個別銘柄の

ご紹介など、ごごごご自身自身自身自身のののの体験談体験談体験談体験談などを取り入れ

て、とてもわかりやすく丁寧な内容でお話いただ

きました。 

 

 最後に今後

の展望の中で

高田先生は

「郵 政 民 営

化、電気の勝

ち 組、自 動

車、化粧品、

航 空 機、高 配 当

株、消防法改正、駐車場問題。これらのテーマを

注目しながら、銘柄を選定して頑張ってくださ

い」と今後の注目点について教えてくださいまし

た。皆さんも一生懸命メモを取り、聞き入ってい

らっしゃいました。私はこの中で、電気の勝ち組

の銘柄を注目しています。 

 皆さん「普段聞けないような裏話が聞けて、面

白かったです」というお声や「現場の生の声が聞

けてよかったです」というお声をいただきまし

た。 

 

 今後も皆さ

んにとってお

役に立てるセ

ミナーを企画

しています。

みなさんの参

加を心よりお

待ちしていま

す。 

ガッツだ！負けるな！ 

皆さん真剣な顔つきです！ 

世界一ですよ！世界一！ 

秋口に公定歩合上げか？ 



 

 

要 チェック！の 
入院限度日数とは？ 

 

「『医療保険で損損損損をしないをしないをしないをしないための選び方』という

記事をインターネットで見たんですけど～」こん

な相談を先日長野市にお住まいのＳ様からいただ

きました。今回は、この『医療保険』についてＳ

様との会話をご紹介します！ 

 

お客様「『医療保険』のことですけど、月々どの

くらいの保険料のものがあるん

ですか？」 

粕尾「そうですね。『『『『入院限入院限入院限入院限

度日数度日数度日数度日数』』』』によって金額が変

わってくるんですけど」 

お客様「『入院限度日数』って何ですか？」 

粕尾「はい。６０日型・１２０日型・７３０日型

など一入

院の保障

が効く日

数のことでして。当

然、保障日数が増え

た分だけ保険料も高

くなりますね」 

お客様「とりあえず

は、６０日くらいので十分なんですかね？」 

粕尾「一番手ごろではありますが、問題もありま

す。たまたま私の友人のおじいさんが腸の病気で

入院したことがありまして、最初２ヶ月入院して

退院した２，３ヶ月後にまた入院。そのあとも入入入入

退院退院退院退院をををを繰繰繰繰りりりり返返返返していたしていたしていたしていたんです」 

お客様「そういう話って、結構周りでも聞きます

ね」 

粕尾「はい、そうなんで

す。先ほどのおじいさん

のような話って、ほんと

多いですよ。ここで問題

なのが、『医療保険』の

取り扱いのことなんで

す。最初の入院が６０日

で、そのあとの再入院は

同一入院とみなされて、

６０日型の入院保険だと

給付金給付金給付金給付金がおりないがおりないがおりないがおりないんで

す」 

お客様「えー、おりない

んですか？」 

粕尾「はい。通常、一度入院して６ヶ月以内の再

入院だと、６０日分しか給付金がおりない保険な

んです」 

お客様「知りませんでした・・・」 

粕尾「病院側も長期入院はさせないところが増え

ていますから、こういった状況は結構多結構多結構多結構多いいいいんです

よ。」 

お客様「確かにそうですよね」 

 

 最近テレビなどのＣＭで『医療保険』のことを

宣伝しているせいか、Ｓ様のような相談がたくさ

んあったことから、今回のテーマを特集しまし

た。 

『医療保険』に失敗しないために、「入院限度日入院限度日入院限度日入院限度日

数数数数」」」」のののの内容内容内容内容をしっかり確認してくださいね。 

 

「保険の説明書って、読むと目が痛くなってし

まうんで」 

 確かにあの文字は３分間読んでいると私も目

が痛くなってきます（笑） 

           

 保険料が高い安いで保険を決めないで私にご

相談ください。アドバイスを申し上げます！ 

 

 より安心した生活が送れるよう、お役立てい

ただければうれしいです！ 

再入院は、保険がおりな

い場合も… 

入退院の繰り返しも

珍しくありません 

ポイントは、入院

限度日数です！ 

いつでも駆けつけますよ！ 



 

 

同封同封同封同封ののののアンケートアンケートアンケートアンケートにおにおにおにお答答答答えいただいたえいただいたえいただいたえいただいた方方方方のののの中中中中からからからから、、、、    

抽選抽選抽選抽選でででで5555名様名様名様名様ににににプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！！！！（締め切りは４月３０日必着） 

励ましのお便り、ありがとうございます！ 

     

青木青木青木青木さんさんさんさん 

北村北村北村北村さんさんさんさん 

K.KK.KK.KK.Kさんさんさんさん    

 

今月今月今月今月ののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント    

平成平成平成平成１２１２１２１２年年年年、、、、現代現代現代現代のののの名工受賞名工受賞名工受賞名工受賞のののの雲田雲田雲田雲田

実実実実さんがさんがさんがさんが長年長年長年長年つくりつくりつくりつくり続続続続けているこのけているこのけているこのけているこの

素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい「「「「善光寺善光寺善光寺善光寺みそみそみそみそ」」」」をををを皆皆皆皆さんさんさんさん

ににににプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント致致致致しますしますしますします！！！！    

 

よしのや本店は寛永１４年創業。善光寺みそ

清酒雲山、生酒善光寺西之門の醸造元です。

生酒は全国鑑評会で金賞などの三冠受賞を達

成しました。この技術で常に美味しい商品を

作り続けています。 

私も毎朝、この味噌で作ったお味

噌汁を飲んでいます。とても美味

しいので、是非ご賞味ください！ 

    皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお便便便便りでりでりでりで、、、、このこのこのこのニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターもももも粕尾粕尾粕尾粕尾ももももパワーアップパワーアップパワーアップパワーアップしますしますしますします！！！！    
毎回毎回毎回毎回、、、、趣向趣向趣向趣向をををを凝凝凝凝らしたらしたらしたらしたプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントをごをごをごをご用意用意用意用意いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、どしどしごどしどしごどしどしごどしどしご応募下応募下応募下応募下さいさいさいさい！！！！

編集後記編集後記編集後記編集後記 
この度、皆様のおかげで、なんとアリコ専属代理店

最高位のゴールド会員になりました。ありがとうご

ざいます。これからも、皆さんのお役に立てるよ

う、皆様の幸せの「コーディネート」を目指して家

族３人で頑張って参りたいと存じます。これからも

よろしくお願いいたします。 
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「しあわせかわら版」といういい名前が決まってよかったです

ね！１００号になるのが今から楽しみです。 

粕尾さんの穏やかな人柄が感じられていいですね！ 

息子がファイナンシャル・プランナーとな

り、親子二代で事業を続けていきます。 

１００号目指してこれからも末永くがんば

りますのでよろしくお願いいたします。 
ロッキーロッキーロッキーロッキー鈴木鈴木鈴木鈴木さんさんさんさん    

株式セミナーに参加させていただきありがとうございまし 

た。株式投資の経験者だったことがとても有意義でした。 

改めて株式投資について教えていただけたこと、 

とてもよかったです。 

こちらこそ参加いただきありがとうござい

ました。今後もいろいろなセミナーを考え

ます。別紙のチラシでも紹介してますの

で、楽しみにしていてください。 

３月１４日の「あゆの会」でのわかさぎ釣

りに参加しました。釣りたての新鮮なわか

さぎをてんぷらにして食べたのですが、と

ても美味しかったです！                                                

ありがとうございます。私も妻と初めて参

加しました。わかさぎの天ぷら、美味し

かったですね！楽しい一日を幹事の日南田

さん、町田さん有り難うございました。 

         粕尾さん、お勧めの温泉の写真展に行って    

         来ました。とても素晴らしかったです！      

         温泉の会にとても、興味があります。 

          

「温泉写真家と行く、新緑の温泉と温泉学

講座を学ぶ会」という会が発足！６月には

日帰り温泉ツアーを企画していますよ！ 

お待ちしていま～す！ 
心から 


