2020
vol.10
Money

WITHコロナ時代、
どうする？
「お金の不安」
……02
Travel

茨城・栃木・群馬・山梨の名物グルメ

地元勤務の
ろうきん職員がおすすめする
とっておきパワーフード
……04
Information

新型コロナで
お財布に
起きた変化は!?
……06

発 行 元 ／中央労働金庫 営業統括部 女性応援プロジェクト事務局
東京都千代田区神田駿河台２-５
中央労働金庫

登録金融機関

関東財務局長（登金）第259号

編集協力／telling,編集部・WORKO!プロジェクト
2020年9月15日現在

ろうきんイメージモデル 高梨 臨

お問い合わせ・ご相談はお近くのろうきんへ

WITHコロナ時代︑
どうする？﹁お金の不安﹂
外出自粛で自宅にこもったり︑感染予防のためのルーチンが増えたり︑働く女性の生活を脅かすコロナ禍が続きます︒

目 安としては︑給 料の手 取

から
﹁おいしいものが食べられて

と︒
せっかくお金を 使ったのだ

なのは︑罪 悪 感 を 持 たないこ

はいいことだと思います︒大 事

り︑
ご褒美をあげたりすること

金を使って自 分を楽しませた

ストレスの解 消 法として︑
お

そうですね︒

たまり︑浪費に走る人が増え

コロナによる外出自粛や
――
いろいろな 制 限でストレスが

な生 活には︑体・心・人 間 関 係

な生活が送れていること︒健康

割合の貯蓄ができていて︑健康

健 全な家 計とは︑毎 月一定の

全 体を見ましょう︒
めざしたい

を気にする必要はありません︒

目だけの出費が増えていること

はないでしょうか？ ある一項

交 通 費や交 際 費は減ったので

増えたといっても︑外 食 費や︑

す︒
たとえば︑
コロナで食材費が

お金は使 うためにあるんで

使い 過 ぎ た ら ダメだと
――
思っていました！

ウィズコロナで ︑ライフ
――
スタイルの見 直しが迫られて

いいんです︒

とはむやみに節 約しなくても

もポイント︒
これができたら︑
あ

するための貯 蓄をしておくの

別に︑旅 行や大きな買い物を

をキープしましょう︒
それとは

して 生 活 費 ３カ月 分の貯 蓄

バーできます︒また︑緊 急 費と

自 分の老 後 など ︑すべてをカ

もの教 育 費 ︑家を買 う 費 用 ︑

間ずっと続ければ︑結 婚 ︑子ど

貯 蓄すること︒
それを︑現 役の

大丈夫ですよ︒

これからのお金の使い方と貯め方について︑ファイナンシャルプランナーの中村芳子さんがアドバイスします︒

出費はトータルで考え

よかった﹂﹁ すてきな服を買え
が含まれます︒貯蓄のために楽
います︒
お金に対する 考え 方

％を将 来のために毎 月

た﹂
と素 直に喜びましょう︒今
しみや友達付き合いをカットす
はどう 変えたらいいのでしょ

りの

月 使い過ぎたら︑来 月は控え
るのは危険です︒

帳尻が合えば問題なし

るなど︑帳 尻を 合 わせれば問

ドは︑﹁ 健 全＆シンプル﹂︒収 入

をどう仕切り直すか︒
キーワー

お金が関わることです︒
それら

い︑食事︑運動︑楽しみ︑
どれも

住まい︑仕事︑人との付き合

者やボランティアなど社会の援

国 内でも海 外でも︑医 療 従 事

ちゃうでしょう︒
コロナ禍の今 ︑

考えていると︑逆に苦しくなっ

も︑
いつも自 分のことばかりを

そして自 分を 大 切にする︒
で

生 活できるようにプランする︒

は高いですよ︒

うに工夫してみてください︒

上手なお金の使い方ができるよ

しょう︒貯めるばかりじゃなく

人にも目を向けてみてはどうで

に寄付をするなど︑
自分以外の

す︒
その人たちを応援するため

助のために働いている人もいま

資におきかえるのがおすすめ︒

毎 月 貯める分の一部を︑投

ることで損が出にくく ︑利 益

ですね︒貯 蓄が十 分ある人は

みたてN I S Aにするといい

３千 円を投 資にまわすといい

Peaceを保つ方法を見つけましょう。

スや経済は、
もとに戻るまで数年かかると
コロナで打撃を受けた世界のビジネ

言われています。
いったん大きく下がった

アメリカや日本の株価は、
かなり回復しま

と ︑ギャンブルや 飲 酒 ︑借 金を

つみたてNISAは投資信

が出やすくなる ︒もともと５

上 限まで︑月３万 円とか３万
る手 段ですから︑
１︑
２年で解

と 思います ︒その時は︑
一つの

安やストレスを解消して、Happinessと

してまでの買い物や旅 行はだ

％

月２万〜３万 円 貯 蓄している

です︒途中で積み立てを休んだ

年︑ 年︑ 年かけて財産を作

約してしまうと ︑その目 的が

過ぎにつながってしまいます。上手に不

め︒特に︑
お金がこころもとな

うか︒

が減ってもあわてず︑
その中で

たはずです︒
でも︑
だからといっ

題ありません︒

いくら貯蓄をしておけば
――
いいのか︑分からないから不安

代︑ 代の人が今︑始め

てあ わてる 必 要 はないし ︑解

始めるなら ︑どれくらい
――
の額からスタートしたらいい

健全な家計を目指して

になるんですよね︒

る な らつみ たて N I S A で

約もおすすめしません︒

普 通は値 上がり 益に

託の価 格が高い時も低い時も

人 なら ︑そのうち１ 万 円 をつ

ないんです︒﹁ 退 職してから﹂
で

り︑貯まったお金を引き出した

ただ︑以前は日本も世 界も

不安やストレスがたまると、食べ過ぎ、

間 をかけて取り戻せるし ︑失

投 資 信 託でなく ︑二つ以 上の

●
「一般NISA」
と
「つみたてNISA」
は選択制であり、
同一年に両方の適用を
受けることはできません。
「一般NISA」
と
「つみたてNISA」
の変更を行う場合
は暦年単位となります。
●累積投資契約（定時定額買付サービス）
に基づ
く定期かつ継続的な方法により対象商品を買付いただくことが必要です。
●
「つみたてNISA」
は
「一般NISA」
と異なり、
ロールオーバーは行えません。
●「つみたてNISA」
に関わる累積投資契約（定時定額買付サービス）
によ
り買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いた
します。●基準経過日
（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設け
た日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの
日）
にお名前・ご住所について確認を行います。確認期間（基準経過日か
ら1年を経過する日までの間）
内に当該確認ができない場合には、累積投
資勘定への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。

果たせなくなってしまいます︒

つみたてNISAの留意事項

株 価が上がっていたので︑株 価

■中村芳子さん ファイナンシャルプラ
ンナー。東京・下北沢のオフィスで多くの
人のお金の相談にのり、人生の悩み解
決のお手伝いをしている。早稲田大学商
学部卒。
メーカー勤務を経て1985年に
独立系ファイナンシャルプランニング会社に転職、女性
FP第１号に。91年に友人と
「アルファアンドアソシエイツ
（https://al-pha.com）」
を設立。
『いま、働く女子がやっ
ておくべきお金のこと』
（青春出版社）
など著書多数。

敗や 損からたくさんのことが

活にも大きなプラスになるでしょう。

投資信託を組み合わせてくだ

20

経済とつながっていることを実感すること

価 格 が 低い時 も 買い続 ける

もできます。学ぶことが仕事や毎日の生

に連 動する商 品で積み立てて

ゼントになりますし、
自分の財産が世界の

学べます︒

10

投資は5年後、10年後の自分へのプレ

さい︒組み合 わせることで︑値

じっと耐えて続けることをおすすめします。

し︑その時には数 多 く 買 うこ

大切なのは、常に少しずつ投資して

いた人は利 益が出ていました

マーケットに関わっていることです。
つみた

下がりのリスクが小さくなり

クが高くなります。

とができるから︑株 価がもどっ

まったお金をいちどに投資しないこと。
リス

が︑２０２０年３月の暴 落で

なりそう。
ネット情報などに惑わされて、
まと

も し 投 資 を 始 める と し
――
たら ︑何から 始めたらいいで

飲み過ぎ、
お金の使い過ぎ、
または貯め

ただし ︑自 分の害になるこ

い時はクレジットカードを使 わ

コロナの 影 響 で 世 界 中
――
で株 価が暴 落しましたよね︒
す︒
つみたてN I S Aは︑投 資

の税 金がかかるのが︑
つみたて

一定 額を 買 うので︑長 く 続け

心の健康も大切に

ないこと︒
それさえ守っていれば

投 資をやっていなくてよかっ
信 託で毎 月一定 額を積み立て

なぜ解約しない方がいい
――
んですか？

ほうがいいですよ︒世 界の経 済

万 円 まで

ですか？

ていく投資法︒

に目が向 き ︑動 向に敏 感にな

N I S Aなら年

はなく︑若い時に小さい額で投

りすることもできます︒

年間非課税になるのが魅力

資を始めたら︑損をしても時

ために︑まとまったお金は必 要

れますからね︒投 資を 始める

30

投資も今までのセオリーが通用しなく

ます︒

家が警告しています。

てくればプラスになる可 能 性

てNISAで積み立てていた人も、
ここは

40

20

20
20

け離れている
（値上がりしすぎ）」
と専門

たいていの人は損が出てしまっ

したが
（2020年7月末現在）
「 実態とか

すか？

新しいスタイルを見つける必要があります。

02
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たと思ったのですが ……
︒
いいえ︒投 資はやっておいた

ら、
お金の使い方も自分にぴったりあった

コロナストレスに負けない！
上手なお金との付き合い方
世界の経済を知って
毎日の過ごし方を
賢く︑
しあわせに

きそう。新しいライフスタイルを模索しなが

株価が大暴落？
でもあわてて解約しないで
コロナと一緒に暮らす状況はしばらく続

Money

栃木県

群馬県

JAはが野益子観光いちご団地
「いちご」

永井食堂
「もつ煮」

光いちご団地にはビニールハウスが約100棟並び、
北関

だ味に、
ごはんが進みます。永井食堂はうまくて安い！と評判で、遠方からの客も行

東最大級を誇ります。
完熟した“とちおとめ”を時間無制

列するお店。
家で食べられるお土産もあります。

栃木県と言えば、
やっぱりイチゴ！ JAはが野益子観

もつとこんにゃくのシンプルな具材を、
みそベースのピリ辛の汁でとろとろに煮込ん

限で食べ放題というのも魅力のひとつ。
隣接する益子フ
詳しく 栃木県芳賀郡益子町塙527-6
は
TEL.0285-72-8768
https://www.ja-hagano.or.jp/

鮮な農産物などを購入できます。
イチゴ狩りの期間は、
団体は12月中旬〜、
個人は１月２日〜5月上旬
（予定）
。

「甘くて美味しいイチゴを求めて毎年多
くの観光客が訪れる、
イチゴ狩りといっ
たらココ！」
という場所です。時間無制限
で食べ放題！幸せになれます！
また、佐野といったら佐野ラーメン！のイ
メージですが、
いもフライも佐野名物な
んです！ ソースがフライに絡み、食べ始
めたらとまりません！
栃木県本部

Travel

江原商店
「いもフライ」

佐野名物のいもフライは、一口サイズの蒸したジャガイモを
串に刺して、
カリッと揚げたフライにソースをかけたもので、
おやつにもおかずにもおすすめ！ 江原商店は老舗として
知られ、
もちもちとした食感が人気です。
詳しく 栃木県佐野市高萩町561-10
は
TEL.0283-23-7007

U職員

木・
茨城・栃
梨の
群馬・山
メ
名物グル

詳しく 群馬県渋川市上白井4477-1 TEL.0279-53-2338
は
http://www.cm-tokyo.com/nagai/index.html

レッシュ直売所では、
お土産用のイチゴや地元産の新

地元勤務のろうきん職員がおすすめする

とっておきパワーフード

山梨県

地元の方はもちろん、県外にもファンの
多い永井食堂の
「もつ煮」
は、驚くほど柔
らかい
「もつ」
が特長！ 珍しいもつ煮専
用の自動販売機もあり、
お取り寄せも人
気です。
また、
みそパンは、
トースターで軽く焼く
ことで、外はカリッ、中はモチッとした食
感を味わえます。県内のスーパーでも販
売しています。
群馬県本部

フリアン パン洋菓子店
「みそパン」

パンにみそを塗った
「みそパン」
は群馬県沼田市発祥といわれ
る名物。
いろいろなタイプのものがありますが、
フリアンのみそパ
ンは、
県内の小麦を手間をかけて練り、
高温の石窯で焼きあげた
フランスパンにサンド。
サクッと
した皮としっとりした生地、
そし
て甘じょっぱいみそとのコラボ
レーションがたまりません。

詳しく 群馬県沼田市高橋場町2081
は
https://friand.co.jp/

F職員

「訪れるたびに食べたくなる」
「ここへ行ったら、
お土産はぜったいこれ」。
どこの地域にも、地元で愛され、県外の人にも伝えたくなるグルメがあります。
「パワーフード」
とも言える、地域おすすめのおいしい料理やスイーツを、
茨城、栃木、群馬、山梨に勤務するろうきん職員が紹介します。
ア
お取 ップルパ
り寄
イ
せ可 は
能で
す。

茨城県

萌木の村ROCK
「ROCKビーフカレー」

藤田観光りんご園
「アップルパイ」

煮込み、2日間寝かせたカレーは、地元の
「うまい

やげ大賞金賞を受賞した人気の一品です。特

もの」
を凝縮した独特の味。
まっ黒な見た目と上

徴の一つはりんごの量で、直径18cmのホール

甲州麦芽ビーフと新鮮な野菜を10時間じっくり

りんご農家が作るアップルパイは、茨城おみ

に乗せたレーズンバター、
ワンプレートに添えられ

の中に紅玉なら4〜5玉分、
ふじなら3〜4玉分

たサラダもROCKの味として40年愛され、
カレーと

が贅沢に入っています。他にも県内には、鉾田

いうよりもはや一つのジャンル。併設ブルワリーの
クラフトビールもおすすめです。

TEL.0120-312-252

©Shuhei Tonami

詳しく 山梨県北杜市高根町清里3545 萌木の村
は
TEL.0551-48-2521
https://rock1971.jp/

市の
「深作農園」
のメロンやかすみがうら市の
「ポテトかいつか」
の焼き芋など美味しい農産

詳しく 茨城県大子町浅川400
は
TEL.0295-72-5028
http://www.roy.hi-ho.ne.jp/apple-fujita/

物が揃っています。

澤田屋
「くろ玉」

鮮やかなうぐいすあんを、
こくのある黒糖のようかんでく
るんだくろ玉は、1929年の登場以来、一つひとつ手作りで
仕上げられています。
あんの中には別煮した青えんどうが
加えられ、豆本来のやさしい味わいが広がります。
詳しく 山梨県甲府市向町375 TEL.055-235-5545
は
http://www.kurodama.co.jp/
05

メニューで迷ったら定番のROCKビーフ
カレーをおすすめします。煮込んで繊維
状にほぐれた牛肉としっかり炒められた
玉ねぎが混ざって生み出される旨味と甘
味を味わってみてください。
甲斐のくろ玉は、
ヘルシーで甘すぎないス
イーツです。
澤田屋本店のカフェでは作り
たてのくろ玉を堪能することができます。
山梨県本部

I 職員

松五郎
「スタミナラーメン」

茨城のご当地ラーメンといえば、
たっぷりのキャベツやカボ
チャ、人参、
レバーなどを熱々の甘辛いあんでとじた
「スタミナ
ラーメン」。
ラーメンに特製あんをかけた
「ホット」
と、水で締め
た麺にあんをかけた
「冷やし」
のどちらもおすすめ。
詳しく 茨城県水戸市袴塚1-4-14
は
TEL.029-221-9598

温和な気候と広大な大地、豊かな自然
溢れる茨城県。農業が盛んで旬の農作
物も数多く、食べ物から季節を感じるこ
とも。茨城のグルメでは、
この豊かな大地
で育ったパワフルな野菜や果物が多く
使われています。ぜひ旬の農産物を味
わって、ほっと一息、茨城の大自然を感
じてみてはいかがでしょうか。
茨城県本部

M職員
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中村 ’s

3

4

41.0％

キャッシュレス決済を
利用していますか？
利用している場合は
どの決済方法ですか？

（複数回答可）

ＱＲコード・バーコード決済を
利用している
※PayPayなど主にスマホでの決済

電子マネーを利用している
※Suica、nanacoなどのICカードによるタッチ式のもの

Rokin’s

中村 ’s

advice

73.0%

スピーディーだから

その他

もし、10万円で返しきれない 借り入れ がある場合は、借り換えも検討しましょう。中央
ろうきんのカードローン
（マイプラン）
では他行・他社のカードローンをはじめ、
キャッシング・
リボ払いなどの借り入れの借り換えができます。特に少額の借り入れだと金利が高く
設定されていることもしばしば。
まずは今どのくらいの金利で借りているか確かめるところ
また、取扱期間
から始めてみて。 ※カードローンの借り換えは団体会員の方のみの取扱いとなります。
がございます。
当金庫ローンの借り換えにはご利用いただけません。

20.0%

12.0%

31.0%
27.5%

41.5%

柔軟に前向きに作戦を立てましょう。暮ら
しの満足を減らさずに支出を減らす
方法を考えたり、貯蓄を増やす
方法を見つけたり。時には目
標達成のご褒美を自分
にあげることも試
してみて。

月収が
減少した

28.0%

特に
変わらない

51.5%

Q

1

9.0%

8.0%

ボーナスが減少した

（または全額カットされた）

月収・ボーナス

3.5% ともに減少した

ロナウイルスの
2 新型コ
収束が見えない中で、

トータル的には増えた

中村 ’s

（複数回答可）

預金残高の減少に伴う
生活費の工面

30.5％

会社の倒産や失業、
業績不振による収入減少

28.5％

老後生活資金の蓄え不足

10.0％

住宅などローンの返済

advice

キャッシングやカードローン、
リボ払
いの残高がある人なら、10万円の使い
道は“借金返済”を優先して。
もったいな
いのは
「何に使ったかわからないうち」
に
なくなってしまう使い方。
この機会に、
わたしは何がしたい？本当に何が欲
しい？と自問して、最高の使い
道を見つけましょう。

コロナによる家計の危機は大変ですが、支出や貯蓄の仕方を見直す
良い機会だと捉えましょう。
お金について考えると、
これからやるべきことや、
理想の生き方が見えてくるはずです。
ピンチをチャンスに！
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状況で、落ち着かない日々を過ごしていらっ
しゃるかもしれません。
これからどうするかは、

9.0％

投資信託等を含む
保有金融資産の今後の価格下落

特に不安はない
その他

Rokin’s

28.5％

9.0％

教育費の支払い

2.0％

voice

約7割の方が お金への不安を抱えている という結果に。中央ろうきんでは、
コロナ禍で収入が減少してしまった方に
対するさまざまなサポートを行っています。
ひとりで悩まずに、
ぜひ相談してくださいね。

アンケート
結果公表

31.0％

!?
は

投資
ローン返済

４割以上の人が
「収入が減った」
と

家計面では何が不安ですか？

voice

日用品・家電購入費
食費

advice

ポイントにひかれると、
得したつも
りで逆にたくさんお金を使いがち。
「得だから」
と必要じゃないものまで
買ってしまうんですよね。
キャッシュレス
のいいところは、
アプリなどで「収支
が管理」
できるところ。
これを使え
ば、無駄遣いが減って貯蓄
がぐんと増えますよ。

43.6%

貯蓄（普通・定期預金など）

6.0%
5.5%
5.5%

中村 ’s

簡単だから

（複数回答可）

Q

昨年と比較して収入に
変化はありましたか？

advice

回答。
これから先の見通しが立てにくい

（複数回答可）

61.6%

14.0%

国が支給した1人あたり
10万円の特別定額給付金を
何に使いましたか？

教育費

5

キャッシュレス決済を
使っている
理由は何ですか？

中村 ’s

ポイントなど特典がお得だから

Rokin’s

服飾・美容費・趣味レジャー費

voice

Q

73.8%

48.0%
44.0%

2020年8月にWeb上でtelling,編集部が実施。20〜50代の女性200人（各世代50人ずつ）
が回答。

資産運用をする

金融庁のつみたてNISA利用状況報告※によると、
2019年12月
末からの3カ月で30代のつみたてNISA口座数は約9万口座増
加したそうです。
お金について向き合う時間が増え、
「家計の見直
し＝節約」
だけでなく、
お金を少しずつ
【増やしていく】
方法に目を向
け始めている方が多いことがよく分かります。 ※2020年3月末時点

まだキャッシュレス決済を利用し
ていない方もいらっしゃるようです
ね！セキュリティが心配？使いすぎちゃ
いそうで心配？どちらにも有効な対策
はありますよ。怖いから避けるのでは
なく、
少しずつ使ってみて上手なコ
ントロール方法を身につける
ことが大切です。

結果と合わせて、中村さんからの厳しくも温かいアドバイスも要チェックです。

特になにもしない

Rokin’s

家計管理はろうきんアプリがおすすめ。検索機能がついているので、
メモ欄を上手に活用すると、
あの時何にいくら使ったか一目で把握す
ることができます。
また、
中央ろうきんの口座からPayPay、LINE Pay、
J-Coin Payへのチャージが可能になりました！
スマホひとつで簡単・ス
マートにお支払いができるQRコード決済アプリをぜひ活用してみて。

6

18.0％

28.5％

voice

Q

節約をする

ファイナンシャルプランナーの中村芳子さんも驚くような回答が続出しました。

お金にまつわ
る

変化

キャッシュレス決済は利用していない

支出を減らす

お金に対する意識を調査！ すると、
お金のプロである

性に聞いた

に起 きた

クレジットカード・
デビットカードを利用している

（複数回答可）

30.0％

クレジットカード会社の調査などでは、
新型コロナへの感染予防の観点から、
現金を触らずに支払いができる
キャッシュレス決済を使い始めた人が
増加したという結果が報告されています。

新型コロナウイルスの感染拡大が、女性たちのお財布に与えた影響や

お財布

Q

今後、家計面をどう変えていきたいですか？

20〜50代の女

新 型コロナ で

Q

advice

「特に何もしない」
と回答をされ
た方が３割弱もいらっしゃいました。
これはもったいない！社会に大きな変
化が起きている今は、家計を見直す
チャンス。支出の内容を見直して、
よ
り満足できる、新しい時代にぴっ
たりのお金の使い方を見つ
けたいですね。

中村 ’s

advice

世界はいま、未曾有の事態に直
面しています。不安な気持ちを抱え
ることの方が自然なことなのかもしれ
ません。働き方や暮らし方はこれから
大きく変わります。不安を原動力に、
変化する社会に合わせて生きる
力をつけていきましょう。

06

10月中旬
頃
公開!!
ろうきん女性応援プロジェクトのホームページ

「Rukuo」がリニューアルします！
お役立ちマネー情報が満載の「Rukuo」のホームページが、

スマホで
サクサク
読めます

見やすく、わかりやすく、もっと楽しくなりました。
お金の貯め方、増やし方、ライフプランの考え方……、
あなたの「ちょっと知りたいこと」が解決できるはずです。
ぜひ気軽にアクセスしてください。
動画で
公開

女性の
マネー事情

Rukuo
マネーセミナー

みんなのお金の使い方、
貯め方が覗ける！？

いつでも、
どこでも、
自分のペースで学べる！

・生活費の内訳は？
・どうやって貯蓄してる？

・ライフプランと資産形成
・投資信託 基本のき etc.

その他

etc.

コラム

これからのお金との
向き合い方がわかる！
・ライフスタイル別
マネー設計
・資産運用って
なぜ必要？ etc.

女性応援プロジェクトメンバーが選んだ、
ろうきんのおトクポイントや情報誌のバックナンバーも掲載！
※公開時期は予定のため、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※写真はイメージです。
実際とは異なる場合があります。

新しいRukuoは
こちらから！

ろうきん Rukuo
https://chuo.rokin.com/r-project/

■お問い合わせ・ご相談は

中央ろうきん お客様相談デスク

0120-86-6956（９:00〜18:00、土・日・祝日を除く）

2020年9月15日現在

