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家計簿だより

京都生活協同組合
組織運営部
電話 075-672-6304
FAX 075-661-4311

～今月のお便りから～
☆ されど 3％・・・
5%→8%になる。たかが 3%、されど 3%…

☆ 大赤字です
被服費が多かったのは、スーツやフォーマル、

テレビにもあおられて日用品買いました。

眼鏡等を購入したため。消費税が 8%になる前に

たくさん…無駄使いしないよう、大切に使わな

いずれ買うものだから‥と買ってしまいました。

きゃ。

車検は 4 月の予定でしたが、3 月中に済ませま

(43 歳)

した。
通学定期も、3 月中に 4 月からの分を買いまし
た。
結果的に大赤字です。

(49 歳)
☆ 私も
今月は買いだめに走られた主婦の皆様が多かっ

☆ コロコロ付きのカバンを用意します
4 月からの増税前に定期を買い、高い犬のエ

たかと思いますが、私もその一人…今から思えば

サを買い、パソコン、パン焼器を買ってしまい

4 月以降の割引日に買った方がお得だった？！物

ました。
着物はフリマ的なものが四条烏丸のビルの

もありましたが、来月買うつもりの物なら今月買

中でやられていて、初めて行ったのですが、驚

っとこう！といつも行かないディスカウントショ
ップまで足を伸ばして買い物しました。当分はお

く値段。草履 4 足、着物 1 組、かんざし、襟、
帯揚げ、カバンを買って 13000 円。安いでしょ
う？^_^

得な物で生活できますがいつまでも 持ちません
(泣)

そこからおまけに値切ったり。来年

それでなくても今月は光熱費が年間で最大？！
の月。本気で家計のしめられるところを考える一

は娘と参加したい！と思いました。コロコロ付
きのカバンを持参しなくては・・・

(48 歳)

年にしたいと思います。

(40 歳)

☆ 買ってしまいましたが・・・
いよいよ消費税が 8%になりました。3 月中の
TV では、買いだめしている人々のニュースが取
り上げられていましたが、私は、何を買って良
いのか思い浮かばないうちに 3 月が終わってし
まいました。とはいえ、ささやかに、良く使う
調味料を 1 本ずつ買ってしまいましたが。
今まで以上にしっかり家計簿をつけて、無駄
☆ 溜息…

買いしないよう引き締めて行きたいと思いま
す。

消費税 5%は今月限り。溜息が出ます。(86 歳)

(63 歳)

1

☆ 退院おめでとうございます
またもや入院、手術しました。4 年ほど前から

☆ ちょうど一年になりました

白内障。目薬でごまかしてきましたが、右目の

年金と毎月一定額の貯金を下ろしての生活が
3 月でちょうど一年になりました。

視力がほとんど出ず、ゆがんで見えるようにな

夫婦お互いに今のままの健康状態が保てれば

ったので、検査してみると、黄斑部に膜がはっ

なんとかやって行けそうと感じています。貯金

てしまっていたのです。取り除くには手術しか

も 20%は毎月確保しつつ 1 年たちましたが、4 月

ないとのことで、思いきって白内障と合わせて

から消費税が 8%になり、今年一年の経過をみな

手術し、2 週間入院しました。2 年前も保険に入

がらライフプランも修正していかねばと…気も

っていないことを後悔したのですが、今回も…

引き締めつつ生協ばかりでなくスーパーも行こ

これから、病気やケガも考えなくてはいけない

うと思ってます。

し、保険の見直しが必要かもしれません。医療

主人の自営業の仕事が時々あるので、収入に

費の請求は来月の予定です。3 月中に退院できて

計上していますが、主人が昨年末に購入した(夫

よかったです。給食費なんかは 8%かかるかもし

の資金で)仕事兼用のハイブリッド車の代金に
返してあげています。
(65 歳)

れないですしね。

(58 歳)

☆ 買いだめしてしまいました
2 月にしてもらった植木屋さんの支払いと土地
の境界確認の請求書が同月になったため出費が
増えた。

☆ 腹立たしい…

消費税対策として買い物したつもりはないけ

どこを削るか、8%の税額を見るたび腹立たしい。
政府広報(テレビ、新聞、ネット、有線放送)を

れど、おやつは買いだめしてしまいました。
あとトイレットペーパー等も半年分あります。
(62 歳)

使って「消費税率の引き上げ分は、全額社会保
障の充実と安定化に使われます」と宣伝。この
費用が 12 億 6000 万円。もちろん税金で。実際
に福祉にまわされるのは 5000 億円程度らしい。
実感としても福祉にあてられてないことは身

☆ 嬉しいものの…

にしみてわかる。悪くなるばかりだから。消費
税が出来た時も、5%になった時も理由は福祉充
実だった。ダマされてはならない。

今月は二人の子供の卒業と入学準備で大きな出
費がありました。長男の中学入学は最低限の物

(73 歳)

に抑え、急がないものは、学校が始まってから
揃えるという形にしました。さすがに長女の大
学ともなると必要額がケタ違い。学資等は学資
保険でちょうど間にあいましたが、スーツにコ
ンタクトに化粧品とまだまだ必要な物があり、

☆ 便乗値上げ…では

もう少し学資保険を多くしておけばよかった…

消費税が 8%に上がりました。生協や大手スーパ
ーは税抜き価格が下がっていて安心致しました

と。今年から 10 年間我が家では大学生を 1～2
人抱えることになる予定なので、しっかりと家

が、お店によっては、今までの税込み価格の上に
8%をかけているように感じました。だからと言っ

計管理をしなくては‥と改めて感じます。
(45 歳)

て他のお店に買いに行くのも邪魔くさいので、買
ってしまいました。賢い消費者になるにはまだま
だ修行が足りないのを実感致しました。
先月に続いてちょっとだけ贅沢をしました。
4 月からは引き締めたいと思っております。
(55 歳)
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☆ 気分一新
今月いよいよ新居に引っ越し、新しい生活が
始まりました。市内での引っ越しなので、環境
が激変したわけでもないのですが、それでも気
分一新した感じがします。今までは生協店舗の
近くに住んでいたので買い物がしやすかったの
ですが、今度から遠くなってしまったのが辛い

☆ もう開き直りでした
今月は孫三人が卒業・入学でお祝い金に、外食

です。その分生協個配の利用を始めたのですが、
買い物の手間や時間が省けるので思った以上に

に、と散財です。その上に車の保険代が重なり、

便利だなぁと思っています。ただ、選ぶ楽しさ
からつい「買いすぎ」になってしまうので気を

もう開き直りの出費でした。
4 月からは少し気を引き締め、サイフの紐をし

つけねば！と思っているところです。

っかり締めてかかろうと思っています。(66 歳)

消費増税に伴う「買い溜め」を特にする気はな
かったのですが、結果 3 月終わってみると、な
かなかの買い溜めをした気がしました。特に子
供のミルク缶は頑張って買いに走ってしまいま
した。>_< 買いに走るガソリン代で結局高くつ
いてしまったのでは？といった気がします。
増税の税金が有効活用されることを本当に願い
ます！

(34 歳)
☆ 戻ってきました
税金が二種類戻ってきました。一つは確定申告
による所得税の還付です。残念と言うか医療費
が少なかって幸いというか、全額還付にはなり
ませんでした。もう一つは自動車税の戻りです。
3 年前に新車に乗り換えた時に送られてきたも
のだと思うのですが、整理をしていたら請求用

☆ 頑張って頑張って支えてきたのに

紙が出てきました。全く記憶になく、夫はほか

とうとう消費税が 8%になりました。
今月 3 月は家計防衛のために買いだめをしまし

してしまえ、と言ったのですが、とりあえず問

た。そして、延ばしていた簡単な手術もしまし

い合わせをしてみたら「請求用紙を送るので手

た。これから益々、医療費がかかると思うと暗
い気持ちです。私たち団塊の世代は、今まで頑

続きしてください」とのことで早速送られてき

張って頑張って支えてきたのに、自分達はどう

請求通り 19800 円振込まれており、思わぬ収入

なるのか不安でいっぱいです。何か楽しいこと

となりました。

ました。三年も経ってるし、と思ったのですが、

長男の嫁のお父さんが亡くなられ香典をしま

はないかしら？？そうだ！生協さんがあるじゃ

した。交通費・宿泊費はクレジット払いなので

ない。楽しい企画お願いしますね。(64 歳)

後になります。
結婚当初から 42 年間使った布団を思い切って
買い換えました。一式毛布も入れて奮発。軽い
☆ 早く始まって欲しいものです
春休みで学校が休みになると、食費がかさみます。

だし、あったかいし、二人で満足しています。
(66 歳)

小腹がすいたといっては、食事以外に買い置きの
お菓子やラーメンがことごとくなくなります。
早く学校が始まり、給食が始まって欲しいと思
います。

し、敷き綿はたっぷり入れてもらってふわふわ

(46 歳)
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☆ご意見より
4 月から生協のお届け表は消費税がついていませんので、いちいち税を加算しないといけない
ので面倒です。他の店は税込みが表示されているのでそのまま写せますが、なんとかならないの
でしょうか？

（64 歳）

家計サポーターよりおこたえします☆
サポーター会議でも、記帳が大変になったね。と話しを致しました。
「こまめに家計簿に記帳する」
「とりあえずレシートに税込み価格を記入する」
という実行案が出てきましたが、手間がかかるのは同じような気がします。今のところ「こまめ
に」以外方法が浮かんでおりません。組合員の皆様はいかがですか？私はこのようにしています。
等のご意見が有りましたらぜひお便りをお願いいたします。お待ちしております。

家計簿モニターのみなさんからいただいた家計データーから見える社会の動きや、組合員の暮らし向きにつ
いて調べたり、楽しくおしゃべりしながら「くらし」について考えあってます。また、家計簿を記帳をしてい
て、わからないこと、工夫している事の交流も行っています。

＜具体的には・・・＞
○毎月１回のサポーター会議（２週目か３週目の火曜日が多いです）の参加
会場 :せいきょう会館（烏丸夷川東南角）《地下鉄烏丸線 丸太町下車 すぐ》
時間 :１０時～１４時くらいです。（お昼を越えるときは昼食準備します）
交通費: 実費支給します
○毎月の「家計簿だより」や、年間集計の「四季おりおり」を発行します
○「交流会」や、興味のある題材についての「学習会」を企画します

＜４月のサポーター会議では ＞
○初参加が３人いらしたので、みんなで自己紹介しました。
○3 月度の集計について話し合いました。消費税増税前の家計簿！！やはり住居費その他や
被服費など、前年比で大きくアップしていました。
○みんなで、家計簿だよりに載せるおたよりを選びました。「ついつい駆け込みで・・・」と
いうおたよりが多かったです。
○家計簿のつけ方について、４月からの消費増税に伴い、レシートの表記が様々になってしま
いました。そのため家計簿も記帳もすごく難しくなってしまった！そのことについて、みんな
の付け方を交流しました。
○ほかにも、くらしの中のいろんなことについて話題になりました。
○次回は、６月１７日（火）10 時～14 時

４月の増税後の家計集計を見てみましょう♪

♪

家計サポーター

申し込み書

℡

お名前
電話番号
家計登録番号

お問合せ・お申込は

：０７５－６７２－６３０４

ＦＡＸ ： ０７５－６６１－４３１１
E メール：kakeitantou@kyoto.co-op.jp
組織運営部（神田・松村）
家計集計に同封していただいても結構です
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