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家計簿だより

~8 月のおたよりから~
✿がんばりました✿
今月は高知県へ帰省しました。お土産から向
こうでの飲食等でけっこう使いました。義父母
共にだんだん動けなくなるので、ごはんづくり
等がんばりました。おいっ子たちが 6 人ほど来
て 14 人分ほどの食事を作る時は「何しよう？」

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

✿本家のお葬式にて✿
亀岡に住む本家の兄（夫の兄）が亡くなり、
お葬式と初七日には義姉より指示される香典、
お花代、、盛り籠代を、お逮夜と四十九日と施
餓鬼には夫婦 2 人分の金封と参列者数の数の
入ったお供えをその都度仏壇へ、百箇日（骨納

と献立に悩みました。子供達は川遊び、つり、 め）はお膳の食事接待と粗供養の手土産をいた
花火といろいろ出来、とても満足していました。 だく。
子供が大きくなると部活等で時間が取れなく
最近ご近所では家族葬にてお葬式に参列す
なるかもしれないので、渋滞やらいろいろ大変
ですが、もう少し頑張って帰れるときに帰りた
いと思います。
（44 才）

る機会にあわず、以前の葬式に参列することに
なり、年老いた私達には、暑さと心身共に疲れ
を覚えたお葬式でした。
（73 才）

✿来年はどうなる‥？✿

✿今年の夏、あれこれ✿
今月はお休みが多かったので、会計も月末にま

お盆が近づくとお坊様がバイクで走り回りま
す。またお彼岸が近づき、お坊様の活躍シーズ
ンです。わが家は年一回お盆に読経に来ていた
だきます。お墓は別の場所にあるのですが、檀
家維持費年に 12000 円。昨年はこれをパスし
ましたら今年 2 年分請求されました。2 年分
24000 円を支払い、来年からパスしたいと申し
出ました。「仏の沙汰も金次第」ご先祖様から
バチが当てられるかもわかりません。来年はど
うなることやら。
（76 才）

✿楽しい夏でした。サァ〜次は!?✿
やっと夏休みが終わりました。仕事の休みに
買い物や外出、行きたかったイベントにも参
加！暑かったけど楽しい夏でした。さあ～次は
何を?!それを楽しみにお仕事も頑張ります。
(43 才)

とめられました。娘の足にしこりが出来ていて
夏休みに切除することになり、切除、検査、通
院に費用が掛かりました。塾代、オープンキャ
ンパスに宿泊して行ったので教育費もかかり
ました。オープンキャンパスの交通費や宿泊代
は教育費に入れました。受験生がいたので夏は
実家に帰るくらいで出費はなくゆっくりすご
しました。実家で野菜をたくさんもらったので、
野菜の高い時にお金がかかりませんでした。仕
事で学会費や研修費がかかり、職業主婦費に入
れました。
（53 才）

✿不確実な出費を見直しました✿
今まで入っていたガン保険を夫の退職を機
会に脱退しました。家系的にはがんになった人

✿車検、高い！✿
車検にかかる費用ってつくづく高いと思い
ます。新車で消費税は仕方ないかとも諦められ

がいないので、もし将来なった時には貯めてあ
る貯金で何とかしたいと思ってのことです。こ
れからは年金プラス私的年金の収入でやりく
りしていかなくてはならないので、不確実な出
費は出来るだけ減らしていきたいと考えてい
ます。
（57 才）

ますが、ガソリンだって高速代だって、毎年の
自動車税だって払っているのに、なんで車検の
たびに重量税が要るのよ！かと言って車がな
いとどんなに不便か。不便どころか買い物移動
など車は必要不可欠です。あー、税制改革して
ほしい。
（70 才）

✿通常より割高‼✿
今月は孫たちと一緒の旅行費用や毎年行っ
ている私の登山費用で教養娯楽費がびっくり

✿日々精進です✿
夏休みに入って、高２の娘の大学進学の話を聞
く機会がありました。田舎なので、下宿が必然。

するほどの高額になってしまいました。どちら
も日程が 8/9～8/15 に集中していたためお盆期
間ということで割引もきかず全てが通常より

これを期に家計を改めて見直しました。不要な
ところは財布の紐を閉めてみました。特に食
費!冷蔵庫を見て、買い物リストを作っての買

割高!!小学生になった孫のスケジュールに合わ
せると、安い時にとはいかなくなりました。
（67 才）

い物。随分と節約できました。厳しい月もある
けど、この気持ちを忘れず日々精進です。
（44 才）

✿夫の手料理✿
8 月、長男が二十歳になり、次男は高校生最後
✿また頑張ります✿
この 1 年弱で、怒涛の如くいろんな事があり
ました。自宅の新築、下の子の卒園・就学、引
越し、上の子の転校、私自身の転職、転職後す
ぐに 1 年で一番の繁忙期…と続き、転居先では
いきなり学校の役員と子供会の役員にもなっ
てしまい、平日も週末も目の回るような忙しさ
でした。当然家計管理は二の次、三の次で後回
し。家計簿提出も消費税調べも遅れに遅れ、未
提出続きでしたが、ここ最近ようやく落ち着い

の夏でした。夫は熊本に出張で会社所有の一戸
建てに住みながら仕事していて、晩御飯はいっ
しょに行ってる若い子たちに手料理を作って
いるそうで、確か LINE のタイムラインにすご
ーくおいしそうな麻婆茄子とか鶏の手羽先の
唐揚げとか画像を発信してました。お盆に数日
休みがあったので帰ってきて、いっしょに私の
実家へ行ったときに手料理を振る舞ってくれ
ました。夏なのにもつ鍋とか、マッシュルーム
でアヒージョとか、主婦感覚とは異なりなんだ

てきました。お金の出入りも、特別出費は引越
しやら家具家電の新調やら、頭金支払いなどで
数十万、数百万単位で変動がありましたが、日
常の生活は、10 年以上の家計簿付けのお陰で
肌感覚で身についており、大きな変動なく過ご
せました。頭金支払いのお陰で懐はだいぶ寂し
くなりましたが、また気を引き締めつつ頑張っ
ていきたいと思います。
(41 才)

か贅沢なラインナップでしたが、もつは丁寧に
ゆでこぼしたり、レシピに忠実に作られている
のでほんまにうまい。そのお料理から人となり
みたいなもんもにじませてるかのような、彼の
手料理によって、近頃ぞんざいになっている我
が身を反省しました。丁寧にするって良いこと
ですね。
（42 才）

✿総勢 9 名でした！✿
子どもたち２家族と孫２人、総勢９名の家族旅
行をしました。１泊２日で、水泳場に近い宿で、
楽しいひと時を過ごしました。子どもたち夫婦
が気軽に参加してくれるので、うれしく思って
います。いつまで一緒に旅行ができるかわかり
ませんが、できるだけスポンサーになって、孫
たちにもいろいろな経験をさせてやりたいと
思っています。
（59 才）
くらしと家計のツールを使って（おしゃべり・教育・ライフプラン・老後）について考えて
みよう＆消費者被害ってどんなことだろう、消費生活相談員の先生に聞いてみよう

家計簿モニター交流会
今年、くらしと家計を考える委員会の皆さんが学習ツールを考案されました。
出来たてのこのツールを使用して、家計簿や家計活動のことお話しませんか？

12 月 11 日（月）10：00～12：00
コープ御所南ビル 4Ｆ会議室
（京都市営地下鉄丸太町駅下車 6 番出口より 2 分）

①くらしと家計のツールを使ってみよう
おしゃべり・教育・ライフプラン・
老後の 4 つ（FP オフィスＫ＆Ｗ・家計サポーター渡邊孝子さん）
②～消費者被害についての学習会～
講師： 木戸 明美さん （FP オフィスＫ＆Ｗ・消費生活相談員）
消費者被害についてどんなものなのか、被害に遭わないために
知っておくといいことを教えていただきます。

３０名（定員になり次第締め切ります）
電話
：075-672-6304
ＦＡＸ ：075-661-4311
E メール：kakeitantou@kyoto.co-op.jp
京都生協

組織運営部

家計担当 松村まで

第 14 回目は生命保険の活用です。
万一に備えが不足している
場合はどうすればいいの？

万一に備える生命保険の活用
前回は必要保障額について例で説明しましたが、皆様方もご自分の必要保障額を計算してみましたか？
今回はその必要保障額に対して、蓄え等が不足している場合の対処法として役立つ生命保険について考
えてみたいと思います。
参考資料：生命保険文化センター
１,「万一」の時いくら不足するのか把握しましょう。
必要保障額とは公的保障・企業保障によってまかえない部分でこれは自助努力（個人の生命保険・貯蓄など
＝私的保険）で補うことになります。
【自分の不足分がいくらなのか？そのうちいくらを生命保険でまかなうのか？】
２,「いつまで保障が必要なのか」を決めましょう。
今後の生活設計を思い描いたうえで具体的にどう備えるか決めましょう。
【一定期間あるいは一生涯のどちらかを選択する？】 （例：定期保険か養老保険か終身保険か？）
３,「必要な保障のどれを生命保険でまかなうのか」考えましょう.。そのためには生命保険の仕組みを知る必要が
あります。【一般的に「主契約」に様々な機能の「特約」を組み合わせて成り立っています。】
◎注意事項として
＊一般的に特約のみの契約はできない。
＊生命保険商品によっては付加できる特約がかぎられる。
＊主契約が満期や解約などで終わると特約の保障もなくなる。
４,「万一」に備えるための生命保険の３つの基本形を紹介します。各商品の特徴を理解した上で自分の目的に
合った商品を選ぶことが大切です。
定期保険

養老保険

終身保険

保険期間

一定期間

一定期間

一生涯

特徴

遺族のための保障(死亡保険 遺 族 の た め の 保 障 ( 死 亡 保 険 遺族のための保障(死亡
金）が一定期間続く

金）が一定期間続き、無事に保 保険金）が一生涯続く
険期間が満了した場合は満期
保険金を受け取れる

満期保険金

ありません
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