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 年末まで続いていました荒れ模様も、 
2009 年の年明けとともに 
穏やかな日々が続いております。 
 
 皆様方におかれましても、 
健やかにお過ごしの事と 
お慶び申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 さて、昨年の 9 月、アメリカのリーマンブラザー

ズ（Lehman Brothers Holdings Inc.）の破産手続き後、 
 
●マスコミの報道では、 

 ・アメリカの不況が始まり・・・ 
 ・円高がスタート・・・ 
 ・リストラがスタート・・・ 
 ・景気の落ち込んできている・・・ 
 と言う事になっています。・・・ 
 
●しかし、ちょっと待ってください！！ 

 
 ご覧になっている“あなた

・ ・ ・

”に伺います。 
 あなたの生活に何か変化は有りましたか？ 
 

 
マスコミでは、不況！ 不況！ と騒いでいますが、

本当に不況なのでしょうか？ 
 
回りの数人に聞いてみました。 
 
●昨年の 9 月以降、 

 ・給料・収入は減りましたか？ 
 ・税金は増えましたか？ 
 ・出費は増えましたか？ 
 ・仕事は減りましたか？ 
 の質問に、私の回りだけかもしれませんが、 
 
●9 割の人が何も変わっていないと答えています。 

本当に不況なのでしょうか？ 
 

そうなんです。 
9 割の人が何も変わっていないのに、 

マスコミから景気が悪いと、暗示をかけられているようです。 
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え！今年は不況の始まり？ 
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 しかし、「用心にこした事はありません！?」 
 と言って、すぐに見直しは考えないで下さい。 
見直しをする前に、今ご自分が加入されている保険の

内容を確認することが必用な事です。 
 
●確認する方法とは！ 

 ・加入中の保険会社に聞く 
 ・ご自分で勉強して内容を確認する 
 ・ファイナンシャルプランナーに聞く 
 ・保険会社に属さない FP に相談する 
 
  ※ポイント 

たまに加入中の保険会社以外のFP 等に聞

いてみると安心度はアップします。 

 
 等々で内容を確認します。 
 
●確認した内容が、 

 ・今の時代に合っているのか？ 
 ・保障の内容は不足していないのか？ 
 ・10～20 年後も困らない内容か？ 
 ・10～20 年後も保険料を支払えるか？ 
 ・10～20 年後も続けられる内容なのか？ 
 ・保険料の無駄遣いにならない内容か？ 
 
 もし、これらの内容に疑問がある場合には、お問合

わせください。 
 
 

 
 
  
 
  
 １．お客様に安心をして頂く為にご協力をお願い致します。 

 ・加入中の保険に疑問を感じたらすぐに電話を下さい。 
   （どんな小さな事でも構いません） 
 ・出ないと思っても、もらえる場合があります。 
  手術が決まったら電話を下さい。 
 ・診断書費用（約 5 千円）が不要な場合が有ります。 
  入院が決まったらすぐに電話を下さい。 
 ３．これから見直しをしようとお考えの方に 

 ・保険セミナーを開催します。  
 ・どんな保障内容が一番安心か先に伺います。 
 ・相談者が一番安心できる保険会社の提案を致します。 

・どん小さな疑問でも解決するまで説明します。 
 ・保険の提案ではなくて、トータル保障のお話しをします。 
 ・10 年～20 年後、そして老後まで安心でき出来て、後悔しない保障内容を提案します。 

※保険の見直しをするのは相談者自身です。 
 気付きにくい事柄や保険の内容をアドバイスするだけで、 
 決めるのは相談者です。つまり、私はアドバイザーに徹する事で、 
 相談者が、一番安心できる。一番納得できる。一番後悔しない。 

  一番のサービスを提供いたします。 
 ４．顧客の代理人として 

 ・お客様（顧客）の考えていることをストレートに保険会社等へ伝えます。 

 ・お客様（顧客）の実現したいことを 善の方法で実現します。 

 ※つまり、お客様（顧客）の代理人として 善とは何かを追求致します。 

 

今年も私は一生懸命です！ 

今の時代に合った保険とは！ 
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○恵庭市北斗 上川スヱ子さん 67 歳 女性 

  植木さんと初めて会った時は、

大きい人で、丁寧な挨拶をする人だ

なと感じました。 
 話を聞いていると、保険の売込み

をするわけでも無く、質問にはきち

んと答えてくれる。この人だったら

保険を「無理に売られなさそうだ、

安心できそうだ」と思い。 
 加入中の保険の証券を見せました。植木さんは、保

険の内容を丁寧に説明し、どうすれば一番良いか私の

立場に立って説明。納得して加入しました。 
 付き合いは今年で 3 年目。今後とも長～くお願い

します。 
 
 
 
○上川郡当麻町 Ｍ．Ｙさん 48 歳 女性 

 紹介で植木さんと逢い、いい機会

なので、保険の証券を全部見せて内

容を説明してもらうことにしまし

た。 
 一生懸命説明してくれる植木さ

んには悪かったのですが、初めは何

を話しているのか良く解らなかっ 
たのです。でも、私の疑問に一つ一つ丁寧に説明して

頂きまました。おかげさまで、希望の保険に見直し出

来て、家族全員安心して過ごしています。今回は、結

婚出産した長男の保険の相談にのってもらっていま

す。 今後とも宜しくお願いします。 
 
 
 
○札幌市清田区北野  カットハウスアビレ 

  髙橋 夫妻 43 歳 35 歳 

 植木さんと初めて話した

のは 5 年前でしょうか、通

販の自動車保険の事を聞い

たら、メリット・デメリット

を正確に説明しくれたので 
 

 
 
す。この事で信頼できる人だなと感じ、気になってい 
た加入中の生命保険について聞いてみると、「保障診

断」を受けてみたら！と、アドバイスされました。 
 今まで良く解らなかった保険の内容が将来どうな

るのか知ることが出来たのです。 
 安心する為にはどんな保険が良のか相談すると、細

かく・解かりやすく・手間を惜しまず説明。病気への

対応・家族の生活費・将来の年金まで考えた満足の出

きる内容にできました。安心して暮らしています。 
 
 
 
○岩見沢市 本田様 37 歳主婦 

 以前から主人が入っていた保険が

ずっと気になっていました。たまた

ま植木さんが主催した保険セミナー

を受けて保険の見直しをする事にし

ました。主人が加入していた保険は、

７０歳までの支払いで、１５年後の

５２歳からは年間の保険料が４６万

円になるので唖然としました。 
 新しい保険の支払いは、毎年 22 万円で、65 歳から

は半額以下の 8 万 5 千円に減るのが嬉しい。今回は、

加入中の内容と新規の内容を徹底比較して頂いたの

で、安心して見直しすることが出来ました。 
 
 
 
○札幌市清田区 東部商事専務 軽部修一様 52 歳 

 娘が昨年の 11 月に大病に

なって、元気付けていただい

たり、手に入りにくいその病

気の資料をいただいたり、保

険給付の話をしていただき

ました。今まで PC の技術 
屋さんと思っていた植木さんの豊富な専門知識と人

の良さと素早さに驚き、今まで加入を渋っていた保険

の相談をする事にしました。 私の希望を徹底的に聞

いて、気が付かない所もアドバイスしてくれました。

お蔭様で、昨年中に私の理想にピッタリの保険に加入

を済ませ安心して暮らしています。 

大きくて丁寧な挨拶を･･･ 

可愛いおばあ

ちゃんです 

私の疑問に丁寧に説明 

可愛い過ぎた？ 

でもそっくり 

職場のカットハウスで 

手間をおしまず説明！ 

52歳から年間 46万円に！ 
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お客様（顧客）の声！ 

理想にピッタリの保険に加入
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○千歳市 小倉 様 33 歳奥様 4 人家族 

 主人が国民年金加入のため、

遺族年金が少なく、保険料が心

配でした。 
 残された私と子供二人が、安

心して暮らすための生活資金も

きちんと確保されて、遺族年金 
の計算もされているのです。だから、保障が良いわり

に保険料を安く出来るのですね。主人は、保険嫌いで

したが話を聞いて納得しました。 
 小倉様は、家の購入と加入中の保険の更新時期が重

なり、掛捨ての安い定期保険を考えていたようですが、

ご主人がよき理解者となり終身タイプの保険に見直

しました。 
 もちろん各契約は個別に解約でき、夫婦合わせても

毎月の保険料は 1 万 9 千円で 60 歳からは、保険料が

安くなる。 
 
 
 
○札幌市 中央区 高田様 45 歳 

 以前から、途中で掛金が上がる

保険に疑問を感じていました。そ

んな時に友人からの紹介で植木さ

んと知り合いました。初めて会っ

たとき保険の話をされるかと思っ 
たらぜんぜん違う話なのでびっくり！ 万が一のと

きに必要な保障設計の考え方を丁寧に説明していた

だき、また、入院に必要な費用の話とか etc。 
おかげさまで中身が見える保険に納得して切り替え

ることが出来ました。 
 

 
 
○札幌市清田区里塚 小川裕様 53 歳 

 昔同じ職場で働いていて、

今、保険の仕事をしているの

は知っていました。ある日、

「加入中の保険内容を確認

してみたら？」と言われ、知

識になると思い聞く事にし

ました。 
 分った事は、①私が死亡すると妻の保障が無くなる。

②今の保険を続けていると保険料が上がって支払え

なくなる等々でした。見直しをしたら、ほぼ同じ予算

で、信じられない内容になり、プランの組み方と、保

険会社によってこれほどまで違う事に感心させられ

ました。 
 
 
 
○札幌市東区 鈴木さん 既婚 60 歳 男性 

 定年になって加入中の保険会社

に確認したら、一括 220 万円払え

と言われ困っていました。今後、必

要になる入院を軸にし、年金で支払

える内容に切り替えました。 
 今までの保険は、終身の死亡だけ

を残して 1 日 1 万円給付の医療保険

に加入しました。毎月の保険料は 
約 9,800 円で保障は一生涯なので安心しています。 
 今までの保険を利用したまま入院を充実できるなん

て想像もしていませんでした。本当にお世話になりまし

た。有難うございました。 
 
 

 
 
 
 
 
セミナー予定：2 月 11 日（建国記念日、水曜日）、保険見直しセミナーと相談会を行ないます。 

詳しくは、ホームページをご覧下さい。 

 
お問合わせは、FP 事務所 TFC 植木 守まで 090-9088-0093 
以前、発行済みの「ほのぼの通信」はホームページで見られます。  
           http://fp.web01.jp/ 

同じ予算で飛躍的な内容に！ 
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保険料のわりにしっかりした保障！ 

220万円の支払いが不要に！ 

保険料が上がるので替えました
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今年も、皆様方にとって良い年になりますように、 

次回お会いする時には笑ってお伺いいたします。 

保険の見直し 札幌 検索 


