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リンクス
セミナーラインナップセミナーラインナップ

リンクス

現在リンクスでは、金融リテラシーの底上げを目指して、
熱血講師（?!）による各種セミナーを行っています。 もう体験されましたか？

それぞれの講師からひと言！

お気軽に
ご参加ください

Rin
cs Seminar Lineup

提携セミナー マネースクール１０１・
スクロール
お金に関する基礎的なお話を、わかりやす
くをモットーに。先行きが不透明な今、皆さ
んが感じている不安を解消していけるお手
伝いが出来ることを願っています。講師：成瀬

リンクスセミナー
様々なテーマでお話ししますが、旬は『老後
2,000万円問題』。セカンドライフの為にと
参加された方々に、不安を取り除く「しくみ」
作りの方法をお教えします！ 講師：久保

クライアントセミナー
日頃の感謝を込め、リンクスのお客様をご
招待しているセミナーです。案内が届きまし
たら、ご契約の確認や最新情報の収集にぜ
ひご参加ください♪講師：川瀨

その他のセミナー
このほか、福利厚生の一環としての従業員様
向けセミナーや、少人数での勉強会など（そ
の名もプチプチセミナー！）も始めました。こ
んな話が聞きたいというご要望があれば、ど
こへでも駆け付けますので、お気軽にお声掛
けください！ 講師：水田

G
reetings for A

utum
n

　秋を愛する人は心深き人…♪ということで令和元年秋到来です。皆様いかがお過

ごしでしょうか？今年の夏は、前半の酷暑から一転、豪雨と台風だらけ！関東地方ま

で台風被害が及ぶ大変な夏でした。毎年、日本のどこかで起こる自然災害。毎年のよ

うに上がり続ける火災保険料。いつになったら落ち着くのでしょうか…。

　また、今年はラグビーワールドカップが日本で開催されております。世界最高峰の

プレーに今まで興味がなかった方も連日テレビにかじりついているのではないで

しょうか？この新聞が届く頃には結果も出ていると思います！がんばれニッポン！

　さて、つい最近までは、天神を歩けば韓国の方にぶつかり、信号待ちしていると隣

の車は韓国の方が運転するレンタカー。人気ラーメン店やもつ鍋屋さんは、韓国の方

で賑わっておりました。

　それが今や、中洲ドン・キホーテの売り上げは、半分にまで落ちたと聞きます。皆さ

まご存知のように、過去最悪といわれる日韓関係によって、日増しに減り続ける韓国

人観光客。福岡空港国際線もガラガラで、各航空会社が減便せざるを得ない状況が続

いているそうです。

　岩永潤二郎、このままではいかん！ということで、親友の朴さんの様子見も兼ねて

釜山へ行ってみました（笑）今や微笑みの国韓国！といっても過言ではないくらい、

みんな笑顔でとても優しく、とても楽しい時間を過ごすことができました！食欲の

秋です。皆様も美味しいものたくさんの国、韓国をぜひ訪れてみてください。

　隣国である韓国や中国と協力して共存共栄できることが、経済発展には欠かせな

いと考えます。一日も早くいい関係を取り戻せるように、お互いに主張ばかりはやめ

て想いやりのある国交に期待したいものです。

　IMFは2019年後半からの景気持ち直しを予想しています。米中貿易交渉やBrexit

の行方には注意が必要とみられますが、そうしたリスク要因に落ち着きがみられれ

ば、景気持ち直しに向かう可能性が高いと言われています。期待したいものですね！

　2019年リンクスジャーナルも最終号です。1年間お読みいただき、ありがとうご

ざいました。今年も余すところ2カ月。豊かで楽しい時間をお過ごしください。

秋
の
ご
挨
拶
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　５年前から計画していた、「サ高住（サービス付き高齢者
向け住宅）」が今年の６月１日に完成しました。コンセプトは
「自分が高齢者になった時に住みたい場所」です。
佐世保でも多くのサ高住がありますが、弊社のサ高住は利
用者さんの「住み心地の良さ」だけではなく、介護スタッフの
「働きやすさ」も考えて様々な工夫をしています。

　弊社の信念は一貫した住宅での介護サービスを提供する
事です。これが、利用者さんが本当に喜んでもらうための僕な
りの答えです。そこで「住環境を整える」ことを意識しました。ラ
イフスタイルは自由です。駐車スペースもたくさんありますの
で、ご家族の方たちも自由に出入りしていただく事ができます。
　この間は、入居者のご家族が一堂に会して22時まで談笑
していました。自由すぎるのではなく、ルールに則って臨機応変
に対応しています。また、必要に応じて様々な外部サービスを
ご自身で選択でき、セキュリティも完備しています。

　介護サービスを受けたい方は、弊社のヘルパーサービス・
デイサービスをご利用いただく事もできます。介護サービスと
様々な外部サービスを組み合わせていくことで、「プライバ
シーがしっかりと守られた、自宅と変わらない生活」そんな空
間を提供いたします。
　現在、入居者を募集しておりますので、ご興味のある方は
弊社までご連絡お待ちしております。

2019年６月１日に完成した
「サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）」

　介護業界は介護報酬の引き下げや人材不足など様々な
問題に直面しており、これらの問題を解決する為には「とに
かくコストを削減する」という方法があります。
　ただ、この方法は「消極的」であり、かつ限界があります。
もちろんコスト削減も大切ですが、優秀な介護スタッフを育
成・確保し、補足的にIOTの活用や他産業と連携していくこ
とで「サービスの品質を向上させる」=「ピンチをチャンスに変
える工夫・投資」を考えています。
競合事業所に差をつけて事業を継続するために、これからも
「入居者さんが笑顔に満ち溢れたサービス」を提供します。

　また、将来的にはサ高住を拠点として、介護や年齢に関わ
らず入居できるよう「一般住宅」に変えることも考えていま
す。そして、介護サービスに加えて、生活していく中で必要な
サービスを整え、介護保険制度に頼りすぎることがない様に
住宅の中に「古き良き日本のコミュニティ」を再構築していく
ことが私の理想です。

　最後になりますが、介護スタッフ絶賛募集中です！
「短時間で効率よく」「明るく楽しく元気よく！」これが弊社の
モットーです。詳細は弊社へお問合せ、またはハローワークの
掲載内容をご確認ください。

理想のサービスを提供するために

原 直之様
取締役

有限会社 はらケアサービス

有限会社 はらケアサービス
〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町１－３３ 原ビル3階
TEL：0956-22-7434
http://www.harakea.com/

サービス付き高齢者住宅、居住介護支援、訪問介護、
通所介護（デイサービス）、福祉用具貸与・販売・住宅改修事業

［会社概要］

サービス付き高齢者向け住宅「友彩」
住所：佐世保市黒髪町6135-1
アクセス：椿が丘バス停から徒歩5～10分
料金：49,000円/月　共益費：10,000円/月
高齢者生活支援サービス：20,000円/月　 敷金：賃料の3か月分

　介護保険制度が施行された20年前に、母親が介護ヘル
パーの資格を取得した後、街の電気屋さんを営んでいた父
の事業とあわせて「(有)はらケアサービス」を設立しました。
その頃、高校生だった私に「将来、介護の仕事をやらない
か？」と言われ、福祉系の大学に進学しましたが、将来の事を
あまり深く考えていなかった私は、大学時代はアルバイトに
明け暮れていました。

　昼は、派遣会社に登録して家電量販店などで販売員やイ
ベントの設営など、夜は飲食店など…掛け持ちで様々な仕
事を経験しました。就職活動の時期に差し掛かったころ、ア
ルバイト先から正社員雇用のお誘いがあり、介護の道に進
むかどうか悩みましたが、母親との約束を反故する事はでき
ず、介護の道を選びました。

　先ずは多くの経験を積むために、縁もゆかりもない東京へ
単身飛び込み、医療法人へ就職しました。
新入社員として介護業界で仕事を始めたころ、慣れない業
務に悪戦苦闘しましたが、利用者さんの笑顔と激励の言葉
に励まされ、その頃から私は「利用者さんが本当に喜んでも
らうためにはどうしたらいいだろう」と真剣に考えるようになり、
東京で約３年間の経験を積んで、はらケアサービスに戻りま
した。

きっかけは母親の一言

経験を積むために東京へ

RINCS JOURNAL     Special Interview

入浴室は1坪あり、扉はスライド式で車いすでも
簡単には入れるスペースを確保しています。

各居室に浴室、洗面、キッチン、トイレ完備。
上吊り戸で全フロア完全なバリアフリーです。

池田

Hara
Naoyuki

3 4



久住・ボイボイキャンプ場

　チヌは黒鯛の別名で、日本では
黒鯛釣りの大会が行われるほど
メジャーな魚です。釣りのベスト
シーズンは、産卵前の３～５月と
10～11月ですが、年中釣ることができます。成長が遅く５年で25cm、
50cmになるには10年以上かかるそうです。好奇心が強くにごったと
ころを好みますが、大きいサイズになると警戒心が強く釣るのが難し
い魚の一種です。
　このとき釣れたのは52cmで1.7kgでしたので、10年以上前に産ま
れた魚だったということになりますね！掛かった時は引きが強く、何度
かバラしてしまいました。釣り方を教わり、やっとの思いで釣ることが
出来ました。初めてのサイズでしたので大喜び！（実は3匹釣れました）

　決して流行りに乗ったわけではないのですが、世の中は「第2
次キャンプブーム」だそうです。満天の星空が見たいな…と思っ
たのがきっかけで、確かにネットで調べるとブログにインスタ、
出るわ出るわ…そんなおしゃれなキャンプとは程遠い、「初心者
ですごめんなさい」的な私のキャンプサイトのご紹介です。

　実は「第一次キャンプブーム」も体験済み。その時は子供を追
いかけ回していたことばかりを思い出します。それはそれで楽し
かったのですが、今回は大人キャンプ。テントやタープも邪魔さ
れることなくゆったり張れます。
ビールで一息、バトニング(薪割り)から焚き火の準備もなんだ
か楽しい。簡単な料理も焚き火で作るとおいしいし、食後は焚
き火を見ながらゆっくり過ごす。そして見上げると、そう、これが
見たかった！という星・星・星の夜空が広がります。

　道具もまだまだそろってはいませんが、少しずつお気に入り
を増やしていこうと思います。

久保森野

内野

子育て奮闘記川瀨家の

釣りガールの

おすすめ
スポット

あれだけ広い海で釣る事が出来たこの感触、もう最高です！
みなさんも是非チャレンジしてみませんか？

　長崎県平戸市での職業体験イベント「第3回
Kidsジョブチャレンジ2019in平戸～アウトオ
ブキッザニア～」へ行ってきました♪
今回は74種類あるプログラムの中から、2つの
仕事を体験することができました。

　「きれいな街をつくる仕事」では、北松北部クリーンセンターさんで、
工場施設の見学と資源リサイクルの選別作業を体験しました。ごみの
リサイクル方法を学んだ後、実際にクレーンを操作しました！！近くで
みるクレーンはとても大きく、迫力がありました。仕事を終えた子ども
たちは、「出したあとのごみがどうなるのかがわかってよかった。」「ペッ
トボトルから、洋服ができるのが驚いた。」と、それぞれ感想を述べて
くれました。

● 2歳ころから森野家の家長になりワガママな方です。
● 抱っこは病院の玄関前のみ許可をいただけます。
　 家族以外の人の抱っこは基本拒みません。
● 平日は朝7時からケージの中でお留守番をしていただいておりますが、
　 入る時には深いため息をつかれます。
● お留守番されている時は、物音等にも動じず熟睡されております。
● 私が主人や子供を叱ると、ものすごいスピードで2階へ避難されます。
● 甘えん坊な一面もお持ちで、寝るときは家族の体の一部に
　 足が触れてないと寝られないみたいです。
● みちこ（ウーパールーパー）が亡くなって、少し寂しい日々を過ごされています。
● 人間の年齢にすると60歳を過ぎていますが、元気なお方です。

なまえ：森野 理功（りく）♂ 
誕生日：2008年10月27日
　　　人間でいうと60歳くらい
品種：トイプードル

RikuRiku

理功のトリセツ

わたしの家族（ペット）ご紹介わたしの家族（ペット）ご紹介

何と、大きなチヌが
釣れました！！

今回訪れたのは、
長崎市小瀬戸町の鼠島。

川瀨

みちこのお墓に毎日
お参りする理功くん

いつも家族のことを
見守ってくれて
ありがとう

鼠島

小瀬戸町

女神大橋道路

木鉢町

キャンプ

もつ鍋からの焚火！

はじめました

自宅から40分で行けます

若杉楽園キャンプ場

　2つ目のプログラムは自衛隊の仕事体験。通信訓練でモールス信号
を教わり、こちらも貴重な体験をすることができました。
次回は2020年3月末に開催予定なので、参加したいと思います♪
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とは言え、保険会社によって商品の仕

組みも始められる金額も様々です。

貯金できる自信がない方・安定してお

金を貯めていきたい方・外貨建てに興

味がある方は、お気軽にお声をかけて

ください！

爽やかな秋のことわざ。
でも、本当は怖い意味が込められていました。
夏の間に肥え太らせ鍛えた馬に乗り、
「秋に収穫したものを奪いに来る！」という警戒警報
だったとか。これは、遥か昔の漢民族と北方騎馬民族の
戦いの歴史が潜んでいたようなのです。

あおり運転について

『知っておきたい!』保険のあれこれ

保険NEWS
井上

田尻

福田

宅島

老後2000万円問題
　６月はじめに金融庁が公表した『公的年金以外に老後資

金2000万円』が必要との報告書が話題になりました。

その報告書が様々なかたちで取り上げられ、「老後の生活資

金のために、何か始めなきゃと思っているのですが…」

「どれ位の金額でどんな方法がいいのか？自分にあった方

法を知りたいです！」 ――そんなご相談が最近とても増え

ています。

今回は、リンクスからできるご提案として、生命保険を利用

して老後資金を貯めていく方法をお伝えします。

　具体的には、死亡保険も兼ねて積立ができる「終身保険」、

安定して貯めることができる「個人年金保険」、運用先に

よって受取額がかわる「変額保険」の、大きく分けて3つの

方法があります。

成瀬

　秋から冬に掛けて行われる代表的なイベントをご紹介
します。まずは、11月2日にハウステンボスで行われる
『スーパーワールド花火』です。ここでしか見られない海
と陸を舞台にした劇場型花火をお楽しみください！
　食いしん坊のあなたには、11月2日～30日まで楽しめ
る『セルフバーベキュー九十九島かき祭り』がおすすめ。
　さらに11月にはもうひとつ、11月9・10日に長崎市丸
山地区周辺で行われる、『丸山華まつり』があります。
このお祭りでは丸山の花街時代を偲ばせる花魁（おいら
ん）道中もあり、華やかなお祭りです。

　連日の猛暑を必死に耐え、すっかり秋の気配がしてき
た今日この頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか？
今回は、心がなごむ秋の七草の話です。

　秋の七草は、萩・ススキ・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗の
7種類で、山上憶良が詠んだ万葉集の和歌に由来するそ
うです。1200年以上前に詠まれた歌に出てくる植物を、
現在も変わらず見ることができるのは風流ですね。
　これから美しく紅葉する山々と合わせ、秋の七草を愛
でる心のゆとりを持っていきたいです。

秋のイベント情報
長崎ならではの
風情あふれるイベント満載

Event information
of Nagasaki
 

長崎県

是非、秋の長崎にお出かけ下さい!

秋の七草

萩（はぎ）

撫 子
（なでしこ）

女郎花
（おみなえし）

藤 袴
（ふじばかま）

桔 梗
（ききょう）

ススキ 葛（くず）

　昨今、テレビなどで“あおり運転”について取り上げら

れていますが、もしあおり運転を受けて事故を起こして

しまったらどうなるかについて考えてみました。

　あなたは片側３車線の道路の第3車線（歩道から数えて

３番目）を走行中、後ろの車から車間距離を詰められパッ

シングをされました。危険を感じ第２車線に車線変更を

しました。すると後ろの車は追い抜いて急にあなたが走

行している第２車線に車線を変更、急ブレーキをかけま

した。あなたも急ブレーキを踏み一度は回避しましたが、

２～３秒後に再度急ブレーキを踏まれて、ついにあなた

は追突してしまいました。その後、相手はあなたに車の修

理費用を請求してきた……。このようなことは、普通に考

えられる事案だと思います。

　通常追突の場合、前の車に過失はないとされています。

ただし、あおり運転を受けた場合は話が変わります。

　道路交通法第24条では、危険を防止するためにやむ得

ない場合を除き、急ブレーキをかけてはならないとされ

ています。また、追突に関しても、相手が故意に誘発した

ものであるとされています。

　こういった観点から相手の請求は退けることができ、

あなたは損害を賠償しなくていいことになります。

ただし、あおり運転をされた証拠がないと証明するのが

難しいので、ドライブレコーダーがあると有利になりま

す。

ちなみに自動車保険では、あおり運

転で起こした事故は不法行為になり

保険金の支払が出来ないので、絶対

にあおり運転をしないでください。

みなさん、ご安全に！

●死亡保障も兼ねて積立ができる終身保険
●安定して貯めることができる個人年金保険
●運用先によって受取額がかわる変額保険

1

2

3

【生命保険を利用して老後資金を貯める方法】

損保

生保
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作り方は こちら！

前川

森口

石嶋秋の食材“きのこ”のレシピ

『チームリンクス』～卓球編～

80台を出すためには…
３オン２パットでボギーペース ＋ ダボを打ったらパーを取る
パーが勝れば80台♪言うが易し行うは難し(^_^;)

キャディさん
だらけ

ティーグラウンド横の
池には、鯉のエサも…

残暑!?ゴルフin BALI 

池越えのショートホール

　前回のゴルフ打ちっぱなしレッスンに続いて…今回は2人
とも経験のあるバドミントンで思いっきり身体を動かして楽
しかったです！！…と言いたいところですが、いろんなハプニ
ングにより卓球をしてきました！

　今回は成瀬も参加！リンクスのお客様も参加！友達も参加
の「チームリンクス・ミックス」になりました～(^^)v
ほとんどがバドミントン経験者で、同じラケット競技だからか
上達が早くナイスプレー連発！なかなか際どいところへ打っ
てくる人もいれば、負けじとしつこく拾う人もいます。卓球部
レベルでした。（笑）
団体戦ではいい勝負になり、競りに競った結果、中橋チームの
勝利！やっぱりスポーツは勝つと楽しいですね（笑）

　結果的に今回も楽しかったチームリンクス♪次回はもっと
たくさんの人と、次こそバドミントンが出来ますように！

　今回は福岡市中央区大名にある「大名カレー中村屋」に行きました。
　カレーが食べたくなって“大名”“カレー”で検索したところ、名前がそ
のままだったこともあり、このお店がヒットしました。
看板をたよりに奥へ進むと、そこはバー。お昼だけ場所をお借りしてい
るとのことでした。
カウンターに座り、スパイスチキンカレーを注文！目の前で作ってくれ
るので、とてもいい匂いがしてきます。
　チキンがとても柔らかく、名前の通り、色々なスパイスの味を楽しめ
ました♪また食べたくなる、癖になるカレーでした。

大名カレー中村屋

おすすめカレー Part 2

きのこはヘルシー！低カロリー！と言われますが、意外に栄養があり、大切な成分が
多く含まれています。今回は、簡単で美味しいきのこメニューをご紹介します。

秋の味覚！炊き込みご飯
カンタン！きのこの常備菜

MENU●1
MENU●3

[材 料]
お米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
だし汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お好きなきのこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶏肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人参 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
醤油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆酒 ・・・・・・・・
☆塩 ・・・・

2カップ
400cc
適量

50gくらい
1/3本
大さじ2
大さじ1.5

適量
大さじ2

小さじ1/2
☆醤油 ・・・・・大さじ1.5 ◎キノコ類は「冷凍保存」することでうまみ成分が増えるので、

美味しさがアップ！冷凍する場合は、ほぐして保存袋へ。

だし汁を用意し、お米は炊く
30分前にとぎ、ざるに上げて
おきます。きのこ類は洗わず
に石づきを落とします。

きのこ・鶏肉・人参を食べや
すい大きさにカットします。
フライパンに油を熱し、軽く塩
胡椒をした鶏肉を炒めます。

鶏肉に火が通ったらカット
した他の材料を合わせて
炒め、良い香りがしてきたら
酒と醤油を加えて煮汁が
なくなるまで更に炒めます。

炊飯器にお米、だし汁、☆の
調味料を入れてひと混ぜしま
す。炒めた③を加えて軽く混
ぜて、炊飯器で炊き上げれば
できあがり！

4

●1 ●2

●3 ●4
オリーブオイルとニンニクを火にかけ、香りが
出てきたらきのこをIN。塩、しょうゆ、酒で味
付け。作り置きにおすすめ！

きのこのクリームパスタ

MENU●2

食欲の
秋

スポー
ツの秋

若杉・中橋

まだまだ
盛り上がって
いきますよ！

めざせ! 

お気楽ゴルフ●80台80台♡♥お気楽ゴルフ●de

ボギープレー
大成功♡
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この結果を踏まえて、さらに楽しいリンクスジャーナルを目指します！次号の発行は2020
年です。今後もご意見・ご感想をお聞かせ願えればと思います。
今年も残すところあと2カ月余りとなりました。今年中にやっておきたいこと、皆さまは何
かありますか？私はあと1回キャンプに行きたいと思っています。
ここからは年末に向かって、あっという間に日々が過ぎていきます。
どうぞ早めの計画＆実行を！

「リンクスジャーナルを知っている」と答えた方、38名(93％)。
「必ず読む」27名と「時々読む」11名を合わせると、これまた38名。ということは、知ってい
る方は全員読んでくださっているということ！(拍手)
頻度やページ数に関しては、「適当」というお答えが多かったです。「面白かった記事」は票
が割れましたが、完成度の高い「ＤＩＹ」や「料理レシピ」「カレーのお店紹介」「子育て奮闘
記」が10票以上を集めました。スタッフの顔が見える記事が人気なのかな…というのが個
人的な分析ですが、いかがでしょうか。

リ
ン
ク
ス
新
聞
 
月
号
２
０
１
9
年
10
月
発
行

編
集
 
株
式
会
社
リ
ン
ク
ス 

ス
タ
ッ
フ
一
同 

発
行
人  

株
式
会
社
リ
ン
ク
ス
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当社は来店型ではなく、ゆっくりとした空間で色んな相談ができる“相談型”のofficeです

編集後記
久保

前回発表の”リンクスジャーナル・もっと楽しい計画“のもと、さっそくアンケートを行い、
41名の方にご協力いただきました。ありがとうございます！それでは結果発表です。


	h01
	p01-02
	p03-04
	p05-06
	p07-08
	p09-10
	h04

