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４月１日からの消費税率引き上げに伴い、３月に入ってから家電や衣料品、日用品が
駆け込み購入で飛ぶように売れたと報道されましたが、皆さんはどのように行動されま
したか。
大手企業の春闘では組合の要求に応じてベースアップ回答が出されたり、非正規社員
の正社員化に着手するところもありましたが、昨年からの景気の回復が関西を含めて地
方まで十分に及んだかどうかはいまだに不明なところです。
また、消費税率の引き上げだけでなく、公共料金を含めたモノやサービスの価格の上
昇や年金の減額などもあって、上昇する物価に収入の増加が追いつかないのではという
試算が出されたことも心配の種です。
４月になって買い物をするたびに予想よりも多い支払い額にため息が出るばかりです
が、皆さんはどのように感じておられるか、ぜひおたよりとしてお寄せください。
～今月のおたよりから
～
❀ゴミ出しに行って…❀
私がプラゴミを出しに行ってる間に息子
が家の鍵をかけ仕事に出てしまった(ほんの
一瞬)。携帯電話のため番号はどこも覚えて
いず、家中の鍵は厳重にかかっており、着
の身着のままで寒空の中困ってしまい、お
隣さんに上げてもらい策を練った。結局、
防犯協会さんによりあけていただいたが高
くついた（12,600 円）
。
でも涙が出る程うれしかった体験でした。
ちなみに窓に二重ロックがかかってなかっ
たらあけ易かったそうです（防犯のことを
考えるとむずかしいですね）。（71 才）
❀よろしく！❀
初めて仲間入りします。よろしく！
年末より夫が帯状疱疹にかかり、医療費
がいつもより多くかかりました。やっと普
通の生活に戻りつつあり、ホッとしていま
す。
でもまだまだ寒いので暖房のための電気
代と灯油代が、あと１、２ヶ月は嵩んでも
しかたないなと思っています。
これを機会にがんばって家計簿をつけて
いきますので、よろしくお願いします。
（66 才）

❀大人も子どもも「ご褒美」で頑張れます
❀
図書カードありがとうございました!（注
年間６回以上提出して下さった方、あるい
は消費税しらべに参加してくださった方へ
のお礼の図書カードです。）
もう何度いただいたことでしょうか…こ
のご褒美があるからこそ毎月頑張れます。
私の好きな本を買うにしても、子どもの本
を買うにしても、この図書カードを使う時
はウキウキします。
ただ、小１の娘が賢くなりそうにない付
録が目立つキラキラした雑誌を欲しがるよ
うになり…。買ってあげるどころか、この
図書カードですら使いたくなく、新聞に子
どもの作品を掲載したら図書カードが貰え
るコーナーを見つけ娘に勧めたら、見事、
詩が掲載♪
ご褒美がなくても頑張れることが大切です
が、やっぱりご褒美があると大人も子ども
も頑張れますね。（40 才）

～おたよりから～その２
☆子育て関係の制度はもっと充実して！☆
今月は、新居完成＆引越しという一大イ
ベントがあった。
3 月には引越し新居での生活がスタート
するが、それに伴った新居用の買物が沢山
あり、今月は支出も多くなった。4 月からの
増税に伴い色々購入物も多くなる時期では
あるが、それを考えると 3 月中に引越しが
できるのはありがたい！（4 月引越しだと引
越し代や家の備品等、増税後に購入せざる
を得ないものも多かったと思うので）3 月も
購入物が沢山あると思うし、4 月からはロー
ンもスタートするので今後支出が増えるが、
その分節約できるところは節約していきた
い。
今月は初めて「育児休業給付金」と「児
童手当」をもらった。今まで共働き世帯の
子ども無しだった我々夫婦にとって、税金
や雇用保険のお金は取られる一方だったの
で、こういった形で還元されるのはありが
たい。子どもの医療費も月 200 円で済んで
いるが、増税に伴い、このような子育て関
係の制度はもっと充実して欲しいと改めて
思う。（34 才）

☆男のシェフのレパートリーが広がること
を期待しています☆
生協より図書カードが届きました。
コーポロ「ほっとタイム」に掲載との文面
にあわててコーポロを見ました。クイズに
当たったのではなく、答えと一緒にヘタな
川柳と隅に小さくイラストを描いていたの
を載せて下さってました。名前もペンネー
ムなので、家計簿だよりのお便り欄と同じ
くどんな方が投稿したのかなぁ？と想像し
ながら読むのもこのページの楽しみです。
頂いたカードを有効に使おうと、早速、生
協で今なら 10％引きの 15 分で簡単に出来
る料理本をネット注文しました。
料理の苦手な私に役立つか…。それとも我
が家に誕生した男のシェフの料理レパート
リーが広がるのか…と後者に期待しつつ、
本の配送を楽しみに待っております。
（65 才）

☆思わぬ節約☆
先月よりパート内容が変わり、収入が減
ってしまうことになった我が家です。とこ
ろが思わぬ節約効果が生まれました。
自転車＆制服の通勤です。加えて朝 7：30
～ということで、仕事帰りの買い物が減り、
かえって家事をすると、すぐに夕方…。買
い物の回数がかなり減りました。チョコチ
ョコ買いとまとめ買いでは一度に使う金額
が増えても、月単位だと節約になりました。
（41 才）

☆世界は近いものになっている…？☆
なんだか切り詰め切り詰めの家計簿にな
っていました。私がスマホに変えて通信料
が 1,000 円台から 8,000 円超えになったん
だけは驚きの大ジャンプでしたが、他は生
協を利用する時も、一回注文書に書いたあ
と総額計算して削ってみたりしてたので、
毎週お菓子が 1 個くらいしか買ってなくて
(笑)
でも、うちはホンマに娯楽が少ない。夫が
会社の福利厚生のパンフレットを持って帰
ってきましたが、開いてみてもピンとこな
い。うちの子も外出とか好きじゃないし、
うちの家族でレジャー施設に行くとか考え
られへんなぁ。もったいない話ですけど…。
でも、テレビ見たり本読んだりタレントさ
んのトークなんかで突如外国に行ってみた
いなぁと思ったりします。さて、私が外国
の地を踏む日がいつかやってくるのでしょ
うか。世界は近いものになっているはずな
のにピンとこない現在の私です。（39 才）

☆必要止むを得ず☆
難病の夫の介護が日毎にふえて来ました。
生活に必要な機械・設備などの耐用年数が
あれこれ同時に来てしまって、今月はカワ
ック（浴室暖房乾燥機）をとり替えました。
病人をかかえ洗濯ものが多くて、必要止む
を得ず、です。（82 才）

消費税特集
☆反省…☆
消費税増税に踊らされた一ヶ月でした。
反省…です。（55 才）
☆ちょっと買貯め☆
あと１カ月で増税。ちょっと日用品を買
貯めしてみたりしています。（34 才）

☆消費税しらべで沢山税金を払っているこ
とに驚かされる☆
消費税の額は、毎月家計簿で見えている
ものの、家計簿と別にこのようにつけてみ
ると、改めて沢山税金を支払っていること
に驚かされる。4 月からの増税に伴い、現在
店舗の表示も税抜きやら税込やらに貼り替
えられているが、店によって表示がバラバ
ラなので、非常に見難い…。（34 才）

☆安く感じるのが怖い☆
4 月から消費税 8％になるということで、
増税前に家電の買い替えや日用品の買いだ
め?!
不必要なものをあおられて買いそうですね
…。のんびりしすぎでしょうか？それより、
色々なお店で税抜き表示になっていて安く
感じるのが怖いです！（56 才）

☆暮らしが成り立たなくなる☆
2 月は日数が少なかったのに、娘が帰省し
たこともあり、食費も増えた感がある。消
費税が 4 月から 8％になる、と連日デパート
やスーパー、量販店は駆け込み消費を促し
ている。節分までは暖かい日が続いたのに、
立春から冬に逆戻りとはまったく皮肉であ
る。湯たんぽを買い、極力節電に努めてい
る。4 月になったら営業がなりたたなくなる
店が続出するのではないか。庶民は暮らし
が成り立たなくなる。交通費も郵送料もア
ップする。（62 才）
☆必要のない物は買わない☆
いよいよ 4 月から消費税 8％。最近のチラ
シをみると外税表記が多くなりました。各
商店値上げ前に買いだめを！という広告が
目立ちます。値のはる物は少し買っておこ
うかとも思いうのですが、消費(味)期限切れ
て捨てるようになってももったいないので
思案中です。必要のない物は買わないと言
う事で家計管理をしっかりひきしめて行こ
うと思います。
3 月、夫婦でホーチミンに旅行に行きます。
旅行代 1 人 29,800 円につられて申し込みま
した。諸費用入れると 1 人 5 万円位にはな
りますが、行くまでの１ヶ月ガイドブック
を見て、夫婦の会話が増えました。（63 才）

☆景気対策は…☆
消費税が上がると言うので、今のうちに
☆計算がややこしい☆
買えるものは買っとこ意識が働いて、追い
4 月からの消費税アップ。その準備段階と
込まれる感じです。とは言っても、車やリ
してスーパー、商店は販売価格を外税表示
フォーム・家具を買うまではいきません。
に切替えている所とそうでない所（従来通
洗剤・リンス・調味料を買うぐらいです。4
りの所）とまちまち。外税表示に切替えて
月初めはお店も開店休業だろうと思います。
ポップなどに実商品価格を表示してあると、 政府はこれを見越して現金給付とか考えて
一見安そうに見えお買い得!!と思いきや、レ
いるみたいだけど、消費税を上げない方が
ジでは予想の金額（そんなに多くは増えな
景気対策になるのにとやっぱり思います。
いが…）となる。エーッ!ちっとも安くない
（66 才）
やん…ということに。表示価格をじっくり
☆レッスン費も上がる…☆
見定め、だまされないようにしなくては!そ
4 月より消費税改正という事でレッスン
れにしても、4 月からは頭の中が混乱しそう。 費（会費）等があがる通知が届いています。
家計簿も、内税・外税が混じると計算がや
娯楽費も改正にともない少しずつですが、
やこしくて大変です。（61 才）
積り積もったら大きいです。年金生活者に
とってはどこをけずればいいのでしょう！
（74 才）

一度家計サポーター会議に
参加してみませんか

こんな風
につけみ
たよ

費目分け
は難しい

家計簿のつけ方で交流しませんか

とき

：

5 月 13 日（火）
10：00～お昼くらいまで
（家計サポーター会議は 14 時までです。
延長参加も歓迎です）
ところ ： せいきょう会館 3F
（市バス 烏丸丸太町 / 地下鉄 丸太町

）

外税、内税、レシートもバラバラ・・・
家計簿につける時、他の方はどうつけてる？
他にも家計簿をつけてみての、疑問や日頃ち
ょ っと 思っ てい る事につ いて 交流 しま せん
か？
申込み・お問い合わせは
京都生協 組織運営部
ＴＥＬ ： ０７５－６７２－６３０４ （月～金）
ＦＡＸ ： ０７５－６６１－４３１１
Ｅ-mail： kakeitantou@kyoto.co-op.jp
開催、前日までにお申し込みください。
２０１４年度は どんな年

？

消費税 8％に
Ｗindows XP サポート期間終了
高校授業料無償化に所得制限開始（世帯年収 910 万円）
５月 12 日
改良５千円札発行開始
６月～
復興特別税として、住民税が年間 1000 円増税に
６月 12 日～ 2014FIFA ワールドカップブラジル大会 開幕
７月
舞鶴若狭道全線開通
８月 13 日
ペルセウス大流星群
9 月 19 日～ アジア競技大会が韓国・仁川で開幕
10 月 ８日
皆既日食
12 月
アフガニスタンからアメリカを含むＮＡＴＯなど他国の治安部隊が
全て撤退
４月 １日
９日

