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蒲がおススメする
経営者の

このニュースレターは、蒲とご縁の
あったお客様や業者様にお送りして
います。発行から２年が過ぎ、今
回で第６号となりました！「いつも
読んでるよ」
「面白いね」というお
声が、私達の原動力になります。皆
様の近況もぜひお聞かせください♪

旅コーナー
第3弾
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こんにちは！
ライフデザイン研究所の 代
表 蒲 幸恵です。
いつもご愛顧いただき、ありがとうございます。私は年始に「言葉を磨く」という

今回は、お客様からよく聞かれるセミナーに関す
る質問を紹介します。ほかに質問がありましたら、
蒲までご連絡ください！

個人目標をたてました。自分の言葉（ことだま）が、周りやお客様の人生に影響を
与えると感じたからです。今年もあと３ヶ月ほどですが、この目標を大切にしなが
ら日々精進しながら走り続けたいと思います。

答！
蒲から一問一

今回本誌へ
ご協力いただいた方へ、
蒲が質問してみました

あなたの座右の銘は
なんですか？

現状維持は
後退である
至誠をもって動かざれば
未だ非ざるなり！

上坂

失敗しても
後悔するな！
山口

ライフデザイン研究所 会長 上坂から皆様へ
こんにちは、ライフデザイン研究所会
長の上坂朋宏です。平素より、皆さ
まには、大 変お 世 話になっており、
ありがとうござ います。世 の中は、
AI、IoT、第４次産業革命など、デジ
タル化といわれるツールや現象がどん
どん出てきており、効率化にむかって
いるようです。そんな中で、私たちは、
人と人の手から、また、顔と顔をみ
あわせていろいろなことを聞き、そし

て話すことで、お客様との関係を強く
していきたいと考えています。結果、
お客様との絆が太くなり、ほっとしてい
ただける存在になれるのでは？ と思
います。
もう、令和になって５か月がすぎようと
しています。あと３か月ほどで今年も終
わりますが、微力ながら全力でバック
アップしていく所存ですのでどうかよろ
しくお願いします。 （上坂 朋宏）

Q
A

蒲さんが初めてセミナー講師をしたのはいつ？

Q
A

どんなセミナーをやるんですか？

Q
A

ちょっと変わった思い出は？

堀謙さん

大好きな吉田松陰先生の言葉です

ごあいさつ

蒲さん！ちょっと
聞きたいことがあるんやけど？

7/10〜7/15にかけて、
ライフデザイン研究所の提携先
である株式会社青山財産ネットワークスの海外視察のた
め、初めてニューヨークへ行きました。
この海外視察は年1
回開催され、
日本全国の経営者や税理士の先生方が集ま
ります。
今回は私にとって初めてのニューヨーク。
そこは高層ビル
が立ち並び、世界中から集った人たちのパワーを目一杯に
感じる時間となりました。
自分の足で訪れなければ決して
感じられないような、
エネルギーやスピードを肌で実感した
のです。視察では、提携先の青山財産ネットワークスのグ
ローバルな展開を間近で学ぶことができ、一緒に参加され
た皆様との情報交換や交流ができた素晴らしい時間とな
りました。
1

1996年、私が25歳の冬でした。歯科医師の先
生たちの集まりで保険の話をしました。1996年
といえば、アトランタオリンピックが開催された年
でしたね。

中小企業の経営者からの依頼で、新人社員向けや
中間管理職向けの研修を行ったりします。また、
ハウスメーカーさんや金融機関で、お客様向けの
相続セミナーも行いますよ。

セミナー後に「一緒に豚汁食べていきねの〜」と
誘っていただき、会場の公民館で豚汁をご馳走に
なりました♪

Q セミナーをする時の心がまえは？
「風邪はひ
A 「たった１人の受講者でも開催する！」
かない（ひいても半日で治す）
」ですね。
Q １番嬉しかった感想は？
A 「蒲さんのセミナーを受けて、人生が変わった」
とお手紙をいただいたことです。この言葉のおか
げで、実は私自身の人生が大きく変わりました！
（大感謝）

2

3

3

❶ニューヨークのイースト川をまたぐブルックリン橋にて、一緒に参加し
た皆様と記念撮影！❷ニューヨークの風を感じて…ハリウッド女優気分。
❸自由の女神、セントラルパークもこの目で見てきました。

ニューヨーク
視察 裏話

興奮冷めぬニューヨークの夜

トランプタワー、五番街、
セントラルパーク、
ブ
ルックリン橋、
自由の女神、
グランドゼロ…な
ど、ニューヨークでの一次情報を手に入れる
ため走り回った私。
そんな中、
ブロードウェイ・
ミュージカル「シカゴ」の最前列の予約が奇
跡的にとれ、主役の米倉涼子さんのご活躍
を生で拝見することができました。興奮冷め
ぬ、
ニューヨークの夜でした。
また訪れたい場所です。

ライフデザイン研究所では、相続の
ザイン研究所の
デ
手続きやお悩みを解決するための無
フ
イ
ラ
一押し
商品 料相談を行っています。心の中でこう
いったお悩み・困りごとのある方は、
私たちにご相談ください。

セミナーレポート

その１
その１

マネースクール （全３回） を開催しました！
7/20・8/20・9/28に開催したマネー

マネースクールは、こんな方に
おススメのセミナーです。

スクールは、ご夫婦、親子で参加さ
れた方が多く、アットホームな雰囲
気で行うことができました。全３回だ
と前回の振り返りができるので、理
解を深めていただけたようです。有
り難いことに、来年
（2020年）１月に
もマネースクールを開催することが決
まりました。ご夫婦、親子、お一人
でもお気軽にご参加いただけます。

その
その 2
2

マネースクールの詳しい内
容は、こちらのホームペー
ジからご覧いただけます。

3

老後の資産づくり
（2000万円問題）
が
気になる方

3

会社で企業型確定拠出年金をやっている
けど、
あんまり理解できてない方

3
3

そろそろ資産運用をしてみたい方
変額年金、個人型確定拠出年金のことを
知りたい方

従業員様向けライフプランセミナーを開催しました！

株式会社ワカヤマの若山社長から「うち
の従業員に大事なお金の話をしてあげ
てほしい」とオファーをいただき、8/14
セミナーについての
お申し込みやお問い合わせは、

を開催しました。従業員様の中に、バン

電話 0776-33-0366

グラデシュの方がいらしたのですが、日
本語完璧！この方から「いつもFMラジオ

（平日 8:30-17:30）まで
ご連絡ください。

の大人マネー聞いてます」と言っていた
だき、感激しました（涙）

蒲 突 撃 インタビュー！
の

蒲：「大人マネー」での堀さん自身の学びはありますか？
堀さん：子供時代の苦い思い出が癒やされたことでしょう
か。私が小学２年の時、自由課題で「最近の金の問題につ
いて」という作文を書いて、
当時の担任の先生に「意地汚い」
とこっぴどく怒られた経験があるんです。大人マネーを通
じて、お金の知識を伸ばすことは決して「意地汚い」こと
ではなく、現代人が身につける術だと知りました。30年前
のチビ堀に「君は正しかった」と教えてあげたいですね。
蒲：この「大人マネー」でリスナーに伝えたいことは？

3
3
3
3
3

私の家の 相続の話 をとにかく聞いてほしい
相続手続きは、何から始めれば良いのか全く分からない
相続前の準備は何をすれば良いのかモヤモヤしている
保険金がはいったけれど、預金より有利な運用方法は？
相続税対策の良い方法を知りたい！
私はライフデザイン研究所の相続手続き業務を担
当しています。私が大切にしていることは、ご家族
を亡くされたお客様の気持ちを忘れないことです。
お客様の気持ちを考えた上で、手続きや業務の話
をさせていただくようにしています。仕事をしてい
て嬉しかったことは「素早く手続きしてくれたおか
げで、お金の面で困ることはなかった」というお
客様からの言葉です。何かお困りごとがある時は、
気軽に私たちにひと言お声掛けください。
山口 泰道
2009年入社

彼は誠実で堅実。
コツコツと地道に努力を積み上げる職人タイプ。
芯があって信頼できる仕事人です。
相続手続きの無料相談やってます（要事前予約）

に従業員様向けのライフプランセミナー

ー
大人マネ
特別編

相続手続きの無料相談

福井エフエム放送「大人マネー」
は、今年で15年目を迎えまし
た。今回はいつもお世話になっている福井エフエム放送・常
務取締役の堀謙さんにインタビューをさせていただきました。

堀さん：目の前の損得に一喜一憂せず、20年後、30年
後の自分へ確実なご褒美を生み出すことが大切ということ
です。
蒲：私のこと、ぶっちゃけどう感じていますか？！
堀さん：ざっくばらんなキャラクターの中に、譲れない一
線があるのが、蒲さんの信頼感なのだと思います。
蒲：堀さん、ありがとうございます！
【大人マネー】10/4から放送時間が新しくなり、福井エフエム放送
(FM76.1）
隔週第2、
4金曜の17:10頃から出演してます。

申込、お問い合わせ
電話：0776-33-0366（平日：8:30〜17:30 ／担当 山口）
メール：fund@uesaka.ne.jp

ライフデザイン研究所の仕事をわかりやすくいうと

お客様の想いをカタチに。
働く世代の資産づくりからリスクヘッジ、
相続対策までを実行支援する仕事。
お客様が最高の人生（Quality of life)
を目指す中で大事なことに集中するた
めに、長期国際分散投資・積立を軸
にお金づくりの方法を伝授していくこと
を目指すべき価値としてご提供させて
いただいています。

株式会社ライフデザイン研究所（上坂会計グループ）

TEL.0776-33-0366

メール／ fund@uesaka.ne.jp 〒918-8025 福井県福井市江守中 2-1312
営業時間／ 8：30 〜 17：30
定休日／土曜・日曜・祝日

