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～今月のおたよりから～
☆初めての家計簿 その 1
こんなに細かいのをつけたことがありませ

☆その３
今回初めて家計簿を 1 か月つけました。家

んので、てんてこ舞いです。夫、私、息子の

計担当の方に書き方を何度も質問して教えて

三人暮らしなので食費はかなりかかります。

いただき、ようやく完成させることが出来ま

新鮮で旬のものを食べるよう心がけています。

した。つけてみて、家計にいろいろと無駄が

家計簿モニターに応募したきっかけは食費に

多いことがわかりました。日々の生活を見直

かける割合がこれでいいのかどうかというこ

すきっかけにしたいと思います。今まで全く

とです。「おたより」を見ていますと 30 代、

把握していなかった家計をみつめ直すことが

40 代の皆さんは真剣に取り組んでおられ、

出来て良かったです。これからも楽しみなが

敬意を覚えます。賢いお金の使い方が出来る

ら、継続していきたいと思います。（33 歳）

ようにしたいと思います。(72 歳)
☆その２
家計簿がつけられなく、支出が全く把握で
きなく、必要があると思い立ち、思い切って

☆内税、外税ややこしい…

モニターになりましたが、本当に大変でした。

毎年のことですが、今月はお年玉の出費が

分類があり、わからないことだらけで、最後

多かったです。4 月から消費税が 8％になる

は合っているかもわからず疲れてしまいまし

のは、なかなか給料が増えない家計にはつら

た。(;´Д｀)慣れるとコツをつかめて、少

いものがありますが、最も悩ましいのは、内

しの手間で出来るのですか？ここまでしたら、

税、外税とお店によって表示が異なり、紛ら

簡単な家計簿なんて難なくつけることが出来

わしいことです。内税方式に慣れた今となっ

るような気がして、とりあえずモニターで頑

ては急に外税で表示されても目と頭がついて

張りたいです。（38 歳）

いかず、共同購入のカタログの表示に「あ
れ？」と思うこともしばしばです。外税に慣
れた頃に消費税が 10％になり、また内税方
式になるのでしょうか？（45 歳)

だんだん早くなりますよ。分類も一度だいたい
できてしまうと、スムーズになりますし。でも私は
今もしばしば担当の方に間違い指摘されて、直して
いる有様ですが(;^ω^)とりあえず続けることで、
慣れてきました。多少合わなくても、不明金は誰で
もありますし、細かいことにこだわらず、家計を把
握していくこと、一番大切なことができればいいん
です。応援しています！みなさん、どうぞ気楽に気

☆年の初めから…

長によろしくお願いします（サポーターより）

1 月から赤字…（泣）でした(54 歳)
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☆増税あれこれ３

4 月は買わないぞ！

いよいよ消費税増税が目の前になってきま
☆家計とダブルでダイエットへ

した。今のうちにいろいろ買いだめしていま

今月はお米を買わなくてすんだのでお金が

す。4 月最低 1 週間は何も買わなくて済むよ

かからなかった。しっかり家計簿をつけてみ

うに、腐らない日用品などは今からせっせと

て、ジュースとお菓子の金額が高いと思った
ので来月からはあまり買わないようにしてこ

買いだめしています。スーパーも 4 月初めは
職員の特別休暇でいいんちゃうかと思ったり

れを機にダイエットしようと思いました。

します。一方で子どもがいる家庭や老人家庭

(28 歳)

には現金給付をするようですね。その金額よ
りたくさんのお金がかかるのに、バカみたい。
今からでも消費税を止める方が景気はよくな
るのにと私でも思いますが、政治家にはわか
らないんですかね。(66 歳)

☆増税あれこれ１ まだ 2 年は乗ったのにな

☆家計簿こんな使い方もあります

今年も一年頑張って記帳し続けようと思
います。今月は新車購入費の半分を支払った

結婚して 35 年になりますが、年末初めて
おせちを作らず、新年を迎えました。それぞ

ので出費がすごいです。来月も残り半分を支

れの仕事の関係で個食になる事も多いのです

払いなので、同じく出費が…。車検直前でも

が、お弁当も含め、家での食事を大事にした

あり、増税前の駆け込みのように買ってしま

いと考えています。家計簿にその日作った品、

いましたが、良かったのか悪かったのか…。

誰からいただいた食材か、誰が作り、何を食

増税がなければ、後 2 年は乗り続けたかも。

べたかなど簡単に記入しています。読み返す

(43 歳)

とおもしろいですし、生活が見え、食事を考
えるきっかけになります。人は食べた物で体
と健康が作られていくので、これからも美味

☆増税あれこれ２

よく考えて買い物を

しく楽しく食べられるよう気をつけていきた

増税前にほしいものがたくさんありますが、

いと思っています。（56 歳)

本当に必要かどうかよく考えて買い物をしな
くてはいけないなあと、ネットショッピング
の画面ばかり見ています。今年こそ、計画的
にお金をためて旅行にでも行きたいな。（35
歳）
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☆楽しく読んでいます

☆何と食費 4300 円

「くらしと家計簿」最後のページのライフ

孫の入学祝い、孫たちへのお年玉、嫁の父

プランニング活動を毎月楽しみに拝読してい

親への入院見舞いが重なり、出費になりまし

ます。全国の生協の活動を幅広く取り上げて

た。申し訳ないのは食費の 4300 円。ビール

いただいているので嬉しいです。今回、以前

は年末用に買ったり、頂いたりで家にあった

に京都生協でも講演に来て頂いたいちのせか
つみ先生の記事で、懐かしく思い出していま

し、肉類も同様に冷凍していたのを順次使っ
ていたので、ほとんど買わなくてすみました。

した。3 年前にガンの手術を受けられたとの

また、冬は畑仕事がほとんどできないので、

事。その体験談をふまえての講演会はより参

こんにゃくやお菓子を作ったりしました。大

加者の胸に残ったことと思います。京都生協

豆もたくさんあるので豆腐も作ってみました。

でももう一度、いちのせ先生の講演をぜひ企

何と市販よりおいしいので俄然やる気も出て、

画していただきたいです。2 人に１人はガン

１週間に１回は作っています。するとおから

になるという時代、周りを見渡せば、本当に

が出るので、野菜と炊いたり、ドーナツにし

ガン告知された方が多いので、早期発見が大

たりで、ますます食費がかかりません。２月

切だと痛感しています。(65 歳)

には味噌作りにも初挑戦です。（66 歳）

☆お墓や土地を子にわかりやすく…
何代も続く古い家に嫁ぎ、両親と夫を見送
った今、身の回りの整理をしようと思いまし
た。よくわからないような古いお墓がいくつ

☆親友が残してくれたもの

もあり、両親と主人の入った墓以外の整理を

今月の終わりに親友が亡くなった。私より

昨年から少しずつやり始め、今回最後の撤去

10 歳年上だから長命であったといえるだろ

が終わりました。息子も遠方で、家庭を持つ

う。その上、病院でも新聞を毎日読み、好奇

となかなか実家までは気がまわりません。お

心旺盛で呆けたところのない人だった。ドク

墓も 1 か所ならどうにかなると思い、1 つに

ターは、自分の患者に老齢でこんな人は他に

しました。次は土地です。隣近所とは、お互

いないと驚嘆しておられたそうである。また、

い様でやってきた土地の境目も私がいなくな
ってからでは争いの元となっても息子も困る

見舞い客の多さが抜群だとナースが驚いてお
られたよう。これは彼女が作った人の輪と彼

でしょうから、きちんと測量して、書類上で、

女の人柄によるものだと思っている。そして

はっきりさせておくのがいいかと思っていま

これは教訓として私に残してくれたものだと

す。まだまだ動ける間に始末をつけておかな

思う。私も努力しよう。(85 歳)

ければならないものがたくさんあります。
(62 歳)
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☆お元気になられて何よりです

★ ★ ★ ★

事務局より

★ ★ ★ ★

思いがけなく、病が見つかり、昨年はほと
んど病院生活のような年になりました。今ま

家計簿モニターの皆さま、お世話になって

で自分の身体を労わることもなく、両親を送

おります。生協の家計簿を付けて毎月のデー

り、一人になった叔父の面倒を見て送り、

タをご提出いただきありがとうございます。

様々な地域の役やボランティアも終わり、こ
れからは夫とゆっくり楽しもうと思った矢先

4/1 より消費税率が 8％に変更し、レシート
が外税になっているもの等、いろいろな表示

でした。おかげさまで元気に退院し、生命保

になっています。家計簿への記帳の仕方につ

険もいただきました。かける金額も張ります

いて、この 4 月家計簿だよりの 9 ページと 10

が、病気になると、保険の有難さがよくわか

ページに特集でご案内しています。ご参考に

ります。（74 歳)

なさってください。特集の最後の部分に少し
でも外税の記入に手間がかからない方法を、
事務局で考案してご紹介しています。最後ま
でご覧いただけると嬉しいです。
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

毎月提出していただいている月々の家計簿の集計データを分析して、みんなで話し合います。
教育費・住宅資金・老後資金など自分の人生設計を立てる際にも役立ちます。

家計簿初心者も大歓迎 ♪♪
お気軽にお問合せください。
●毎月１回（火）にせいきょう会館にてサポーター会議を行っています
（交通費は実費支給。お昼を超える場合は軽食を準備します）
●家計簿だよりや年間集計の作成など行います
●毎年「家計簿の交流会」や学習会を開催しています

申し込み・問い合わせ
組織運営部（神田・松村）０７５－６７２－６３０４

サポーター会議より
ただ今 2013 年年間集計号を完成させる作業と、2013 年
に行った食生活しらべ報告の作成作業に取り組んでいます。
今年も、皆様の地域でご報告や交流の企画をしますので、
ご参加くださいね。日時が決まりましたらご案内いたします。
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