
 

 

 みなさん、こんにちは！ 

まるで真夏のように暑かっ

たり、肌寒い日があったり

と気温の変化が激しいで

す。 

 みなさんは風邪などひい

ていませんか? 

 私は５月の連休に、志賀高原の横手山に春ス

キーに行ってきました。今回、カービングスカービングスカービングスカービングス

キーキーキーキーというものに挑戦してきたんです。 

 昔の長い板と違って、短くて中央部分にカー

ブがついている板のこと

です。 

 ターンがしやすいの

で、足腰への負担も少な

く、初心者でも楽に滑れ

るような感じがします。 

 

 近頃、中高年のスキー

ヤーを多く見かけます。 

 ごごごご自分自分自分自分のののの時間時間時間時間

をををを、、、、い ろ ん ない ろ ん ない ろ ん ない ろ ん な

趣味趣味趣味趣味でででで満喫満喫満喫満喫され

て い る よ う で

す。これからの

人 生人 生人 生人 生、、、、も っ とも っ とも っ とも っ と

楽楽楽楽 し ま な いし ま な いし ま な いし ま な い

とととと！！！！ 

 では、「しあわせかわら版」スタートです！  

 

 

耳 掃除で、気分も 
すっきり！ 

 

 突然ですが、みなさんは耳掃除はいつやりま

すか？この前ラジオで話していた、耳掃除の話

を聞いてください。 

 

    耳掃除耳掃除耳掃除耳掃除はおはおはおはお風呂風呂風呂風呂からからからから上上上上ったあとがったあとがったあとがったあとが良良良良いいいい！！！！    

おおおお世話世話世話世話になったおになったおになったお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 
 

・・・・    カービングスキーカービングスキーカービングスキーカービングスキーをををを満喫満喫満喫満喫！！！！    
・・・・    耳掃除耳掃除耳掃除耳掃除でででで気分気分気分気分もすっきりもすっきりもすっきりもすっきり！！！！    
・・・・    資産運用資産運用資産運用資産運用、、、、上手上手上手上手にできてますかにできてますかにできてますかにできてますか？？？？    
・・・・    更新時更新時更新時更新時にににに「「「「えっえっえっえっ！」！」！」！」とととと驚驚驚驚かないようにかないようにかないようにかないように！！！！    
・・・・    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！！！！    

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「コーディネート」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、 

      自らのしあわせを目指します。 
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  一緒に滑った仲間です！ 

 

私のスキーフォームも

なかなかでしょ！ 



 

 

おおおお風呂風呂風呂風呂からからからから上上上上ったあとのほうがったあとのほうがったあとのほうがったあとのほうが、、、、耳耳耳耳あかがやあかがやあかがやあかがや

わらかくなってわらかくなってわらかくなってわらかくなって取取取取れやすいれやすいれやすいれやすい。。。。    

    しかししかししかししかし、、、、耳鼻科耳鼻科耳鼻科耳鼻科のののの先生先生先生先生はははは「「「「耳掃除耳掃除耳掃除耳掃除はははは自分自分自分自分でででで

はやらないほうがいいはやらないほうがいいはやらないほうがいいはやらないほうがいい！」！」！」！」    

    なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、めんめんめんめん棒棒棒棒でやるとでやるとでやるとでやると

耳耳耳耳あかをよけいにあかをよけいにあかをよけいにあかをよけいに奥奥奥奥にににに押押押押しししし込込込込

んでしまうからんでしまうからんでしまうからんでしまうから。。。。    

    ほっとけばほっとけばほっとけばほっとけば、、、、耳耳耳耳あかはあかはあかはあかは奥奥奥奥かかかか

らだんだんらだんだんらだんだんらだんだん前前前前へへへへ移動移動移動移動してしてしてして、、、、しししし

まいにはまいにはまいにはまいには自然自然自然自然とととと外外外外にににに出出出出てしまうものてしまうものてしまうものてしまうもの。。。。    

    どうしてもどうしてもどうしてもどうしても奥奥奥奥のののの方方方方がががが気気気気になるようだったになるようだったになるようだったになるようだった

らららら、、、、病院病院病院病院でででで取取取取っっっっ

てもらっててもらっててもらっててもらって下下下下ささささ

いいいい。。。。    

    

 こんな話がありました。 

「先生の言うことはもっともなんだけど･･･」

でも、耳あかが取れる瞬間の、あのあのあのあの快感快感快感快感もまもまもまもま

たたたた、、、、たまらないたまらないたまらないたまらないですよね。 

 私はお風呂に入る前とか後とか関係なく、気

がついたときに、めん棒を使って小まめにやっ

てます。 

 

 ところで、耳掃除をすると咳咳咳咳がががが出出出出ることはることはることはることは

ありませんかありませんかありませんかありませんか？？？？私は何故か、咳が出てしまう

んです。 

 耳とのどはつながっていますから、そのせい

でしょうか？ 

 

「実は私もそうな

んです！」という

方がいらっしゃい

ましたら、ぜひ一

声 か け て く だ さ

い。 

 一緒に解決法を考えましょう！ 

資 産運用、上手に 
できてますか？ 

 

 ４月２６日(水)、ホテル国際２１にて『銀行

では絶対に聞けない運用の話』というテーマで

セミナーを開催しました。講師はファイナン

シャルプランナーの松井信夫先生です。 

 今、株や投

資 信 託 が 流

行っていて、

個人で資産を

運用されてい

る方も多いよ

うですが、上

手に運用され

ている方は少

ないです。 

 手持の資産で流行の銘柄をポンと買ったり、

証券会社の勧められるままの商品に手を出した

り･･･ 

 そういう商品はリスクリスクリスクリスクもかなりもかなりもかなりもかなり大大大大きいきいきいきいと

いうことに気がついていらっしゃるでしょう

か？ 

 せっかくの資金を無駄にしないためにも、

じっくりと考えて運用してい

くことが大事です。 

 そのためにもいろんな商品

のことを知ってもらい、運用

の時期を考えていただきたい

のです。 

 では、どうすればいいでしょう？ 

 １つの商品にかたよらずに、いろいろな商品

を買う、または購入時期を少しずつずらして

買っていく。そうすれば、リスクは最小限に抑

えられます。 

「資金資金資金資金をををを分散分散分散分散してしてしてして運用運用運用運用するするするする」これが賢い運

用方法です。 

 

 最初は乗り気ではなかった様子のS様は「そ

うか、資産を運用するってこういうことなんで

お～この瞬間が
気持ちがいいん
だよねぇ♪ 

な ぜか、むせ
るんですよ！ 

大切な資産を、上手に増やしたいで

すよね？ 



 

 

すね！」とだんだん興味を持ってくれたようで

す。 

「株ってよくわ

からなくて、銀

行 に お 金 を 預

けっぱなしにし

てるんですよ。

ぜひ相談にのっ

て下さい」と、S

様。 

 み な さ ん に

あった資金の運用方法を考えていきますので、

いつでもお気軽にご相談下さい。 

 みなさんには、十分に情報を学んでいただい

た上で、本物本物本物本物のののの価値価値価値価値あるあるあるある商品商品商品商品を選んでいただ

きたいですからね。 

 今後もみなさんにお役に立つ情報を、セミ

ナーでお届けしていきたいと思います。 

 

 

更更更更    新時新時新時新時にににに「「「「えっえっえっえっ！」！」！」！」とととと
驚驚驚驚かないようにかないようにかないようにかないように！！！！    

 

 生命保険に入って何年かして、その保険を更

新したときの保険料を見て驚いてしまう人が多

くいらっしゃいます。 

なぜ、このようなことになるんでしょうか？ 

 

今回は、後悔後悔後悔後悔しないしないしないしないための「生命保険加入

法」についてお話をしたいと思います。 

 加入者の９０％以上の方々が加入されていま

す更新型の保険は、手ごろな

保険料なのに高い保障が得ら

れるメリットがあります。 

ところが、定期保険特約に

は期間があります。その期間

（１０年から１５年が多い）

が満了すると、更新扱いとなり年齢にもよりま

すが、納める保険料が５０歳代になると約２倍

になるんです。 

ご存知で

したでしょ

うか？ 

きちんと説明を

受けて納得して加

入していれば、１０年後に保険料が倍になって

も、それは便利な保険という認識の下での更新

となります。 

しかし、保険屋さんの言われるがまま、保険

に加入してしまうと更新時の保険料を見て「な

んだこれは！？」という状態になってしまいま

す。 

 

 保険は自身にとってなくてはならない大切な

ものです。それだからこそ、決して受身になら

ないことが大切なのです。 

しっかり自分の目で見て、声を聞いて確認を

して「納得納得納得納得」することが一番重要です。何か

ちょっとでも疑問があれば、何度でもプロに質

問をしてください。 

疑問を持ったままの契約はお互いの不信感を

大きくさせてしまう結果となるだけです。 

なぜ、その保険がよいのか、どのくらいの期

間が必要なのか、自分自分自分自分ののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルをををを

見見見見つめなおすつめなおすつめなおすつめなおす良い機会かもしれません。 

 

保障はいつ頃が一番必要となるのか。どのく

らいの期間必要なのか。入院した場合の保障は

いくら必要なのか。ほかの特約はどうするの

か。などを事前事前事前事前にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり確認確認確認確認してから保険

に加入することが大切です。 

あとで「なんだこれは！？」ということにな

らずにすむと思います。 

事前にしっかり確認しましょう！ 

わからないことが

あったら、いつで

もお電話下さい！ 

資金を運用するっていろんな方

法があるんですね？ 

自分で納得し

て、契 約 し て

くださいね。 



 

 

励ましのお便り、ありがとうございます！ 

ＮＮＮＮ....ＳＳＳＳさんさんさんさん 

編集後記編集後記編集後記編集後記 
６月３日(土)に山梨県の櫛形山
に登山に行きました。約３時間
の登山でしたが、久しぶりだっ
たので疲れました･･･でも帰りに
寄った赤石温泉でのんびり湯に
つかって、気分もリフレッシュ
しました。私と一緒に日帰り温泉旅行に行く人を募
集中です。ご応募、お待ちしています！ 

編集発行人編集発行人編集発行人編集発行人：：：：保険研究学会会員保険研究学会会員保険研究学会会員保険研究学会会員 
                        しあわせしあわせしあわせしあわせ企画企画企画企画 
                        代表代表代表代表    粕尾正康粕尾正康粕尾正康粕尾正康 

        〒３８０－０８１１ 長野市東鶴賀町８３－３ 
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「入院限度日数」については、初めて聞く話で、参考になりま

した。 

紙面全体から粕尾さんのほのぼのとしたお人柄が感じられます

が、それにしても粕尾さん、露出しすぎじゃありませんか？ 

中小企業家同友会の企業理念を作成の時

には、大変お世話になりました。ありが

とうございました。先月号は写真が目立

ちすぎましたか？私という人間をみなさ

んにわかっていただくために、紙面にた

くさん、登場しました。 

ＳＳＳＳ....ＨＨＨＨさんさんさんさん 

しあわせかわら版、ありがとうございます。 

初めて読ませていただきました。しかし、重要な数字だとおも

いますが、数字の意味が理解できません。少し、勉強させてい

ただきたいと思います。 

保険や資産運用の話には、数字がたくさ

ん出てきます。これからはできるだけわ

かりやすい内容にしていきたいと思いま

す。ところで、Ｓ様のお店にはトイレに

ユニークな言葉がいっぱいありました

ね。私も元気を出して頑張ります！ 

小林小林小林小林さんさんさんさん    

今まで、保険のことはよくわからずに入っていましたが、

この度、粕尾さんに相談してよくわかりました。 

これからもよろしくお願いします。 

保険は意外と奥が深いんですよね。これ

からも何かわからないことがありました

ら、いつでもご相談下さい。保険だけで

なく、資産運用などにもいろんなご提案

ができると思います。こちらこそ、よろ

しくお願いいたします。 

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７月２０日必着） 

 

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    
    ボルドーボルドーボルドーボルドー産産産産Ch.LeBernardotワインワインワインワイン    
                                            (1998(1998(1998(1998年産年産年産年産))))    
ぶどうの摘み取りからラベル貼りまで、すべて
手作業で作られたワイン。２０００年にアキ
テーヌのワインコンテストで銀賞を受賞。 
このワイン造りを手伝っている友人の辻貴子さ
んより、ご提供していただきました。 
今が飲み頃です！ぜひ、ご賞味あれ！！ 

先月のプレゼントは「「「「善光寺善光寺善光寺善光寺みそみそみそみそ」」」」でした。    

当選者当選者当選者当選者はこちらはこちらはこちらはこちら    

 

青柳青柳青柳青柳    喬夫様喬夫様喬夫様喬夫様    

中越中越中越中越    慎介様慎介様慎介様慎介様    

中村中村中村中村    千春様千春様千春様千春様    

上原上原上原上原    弘之様弘之様弘之様弘之様    

野村野村野村野村    俊介様俊介様俊介様俊介様    

            おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます！！！！    

    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！！！！

お待ちしていま～す！ 心から 


