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KKR主催セミナー及び
　全国年金相談会のご案内

泊まっ得！フルーツから季節の食材まで
　味覚狩りのできる宿へＧＯ！

KKRブライダルネットはおかげさまで６周年
住宅割引特典のご案内

「アウトドア体験旅行」でリフレッシュ！
※PDFでお届けしているKKRの頁順は1、2、7、8、3～6となっています
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ご利用対象者

ご利用時間

情報提供内容

ご利用方法

お問い合わせ

インターネット環境

現在組合員（任意継続組合員を除く）

３６５日、２４時間
組合員期間情報・標準報酬情報・年金額試算情報

連合会インターネットホームページ（ http://www.kkr.or.jp/）にアクセス
又はホームページを

国家公務員共済組合連合会　年金部　情報提供サービス担当
ＴＥＬ：03-3265-8141（代表）
平日　9：00～18：00（土日祝日・年末年始を除く）

OS：Microsoft　Windows 2000、Microsoft　WindowsXP以上でご利用できます。
Macについては、当会のシステムに対応しておりません。

年金加入記録の確認や将来受け取る年金の
試算をしたいとお考えなら今すぐに

　本サービスは、現在組合員の方を対象にインターネットを通じて組合員期間、標準報酬月額及び年
金額試算等の情報提供を行うものです。　

　秋の行楽シーズンを迎え、どこかに旅行をしたいと考えている
人はきっとたくさんいらっしゃるでしょう。
　今回は「ＫＫＲアウトドアクラブ」で各種アウトドア体験プランを
展開している荻田さんにお話を伺って、旅の楽しみ方を探ってみる
ことにしました。

Ｑ１）「ＫＫＲアウトドアクラブ」とはどのようなものでしょう
か？

A１）各種の「アウトドア体験」に興味のある人に連絡先をご
登録いただきまして、ＫＫＲが企画する関連宿泊プラ
ン、イベント等のご案内を年に数回ほど郵送させてい
ただいております。

Ｑ2）入会金や会費などはありますか？
A2）特にいただいてはおりません。参加についても自由参
加としておりますので、みなさんお気軽にご入会して
下さい。

Ｑ3）現在はどのような体験プランを実施していますか？
A3）「天然きのこ探しウォーキング」や「山菜探しウォー
キング」など設立当初からの企画の他、「堤防海釣
り」、「わかさぎ釣り」、「離島海女小屋体験」、「樹氷観
賞スノートレッキング」、「歴史名所ウォーキング」、
「ノルディックウォーキング」などなど、最近はバラエ
ティに富んだ企画を開催しております。

Ｑ4）参加者の反応はいかがですか？
A4）やはり“自然に親しむ”ことで、みなさん“リフレッシュ”
ができたと大変喜ばれております。なにかとストレス
が多いと言われる世の中で、旅先でのアウトドア体験
で“癒された”という感想がとても多いですね。

Ｑ5）これからの展望については、どのように考えています
か？
現在はＯＢの参加者
がとても多いです。
それはそれで喜ばし
いことですが、やはり
老若男女を問わず幅
広くご参加いただけ
ることが一番理想的

国家公務員共済組合連合会
宿泊事業部　　荻田　毅
ブログを開設しています。ぜひご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/ogita5/

連合会インターネットホームぺージ
http://www.kkr.or.jp/にアクセスして

「ＫＫＲ年金情報提供サービス」をご利用ください。

　なお、本サービスをご利用できない現在組合員の方で退職共済年金の試算をご希望される場合は、
下記の「記載例」のように必要事項を記載した書面に返信用封筒（８０円切手貼付）を同封して、連合会
年金部年金相談室に送付してください。

「記載例」  退職共済年金の試算依頼
1.組合員氏名（フリガナ）、生年月日、住所及び連絡先電話番号
2.共済組合・支部名（勤務先名）
3.長期組合員番号又は基礎年金番号（わかる範囲でご記入ください）
4.組合員期間（就職年月日と退職予定年月日）
◆ あて先　〒102-8082　千代田区九段南1-1-10  九段合同庁舎　
              国家公務員共済組合連合会　年金部年金相談室

ＫＫＲアウトドアクラブ担当者に聞く

です。
　　　そのためには“現職
者”を対象としたプラ
ンを企画しなければ
ならないと思います。
また、現職者が参加し
やすいよう、土日祝日
を含めたプランを増やしていこうと考えています。

Ｑ6）そのために今何か考えていることは？
A6）まずは身近な場所からはじめたいと首都圏近郊の「水
族館」と提携した新しい試みを考案中です。海洋生物
のテーマ別勉強会とか、水族館の裏側（バックヤー
ド）や夜の水族館に入れてもらい普段は見られない
海洋生物の姿を観察できた
ら楽しいのではと考えてい
ます。

　　　これなら小さいお子様や
ご両親にも喜んでもらえる
と思いますので、ぜひ実現
してみたいです。プラン化
できましたら次月号にでも
ご案内を載せたいと考えて
おります。

Ｑ7）最後にこの紙面を読んでいる組合員へのメッセージ
を！

A7）山・川・海、自然に親しむアウトドア体験企画にぜひ参
加してみませんか！きっと新しい発見がアナタを待っ
ています！まずは私共の企画の案内を適時に受け取れ
るよう、「ＫＫＲアウトドアクラブ」にご入会下さい！

回答者

樹氷鑑賞スノートレッキング

ノルディックウォーキング

山菜探しウォーキング

詳細は次のURLにてご覧いただけます。
http://www.kkr.or.jp/hotel/news_outdoor.html

農林水産省発行の広報誌「aff（あふ）」9月号にきのこア
ドバイザー荻田さんの活動が掲載されています。同省の
ホームページ「http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/」
からも内容がご覧いただけます。

※荻田　毅氏　プロフィール
「きのこアドバイザー」、「山菜アドバイザー」の資格を持ち、“天然きのこ”の同定や山菜
の採り方・食べ方を教えるガイドを務める一方、日本各地の現地スタッフと共にアウトドア
体験の普及にも努めている。

「ＫＫＲアウトドアクラブ」への入会申し込みはお電話で　   03-3222-1841　ＫＫＲアウトドアクラブ担当者まで
（月～金　9:30～17:30　受付）

A5）

KKRインフォメーション 葬祭、供花のことなら年中無休、全国24時間受付 フリーダイヤル0120-919-556
クイック こころ

　毎月1回10日発行（1）　平成22年9月１０日 第785号 第785号   平成22年9月10日　（8）

http://www.kkr.or.jp
発行所 国家公務員共済組合連合会

〒102-8081  東京都千代田区九段南一丁目1番10号  九段合同庁舎      03-3222-1841

国家公務員共済組合連合会広報紙

平成22年10月1日　KKRホテル東京 フルリニューアルオープン
くわしくは6頁をご覧ください
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開催地 開催日 開催会場

■開催時間　10：00～17：00
■物件相談・展示　入退場自由
　協定会社による住宅総合相談や割引物件の展示を行います。
　自由にご覧いただけますので、お気軽にお越しください。
■ハウジングセミナー　予約者優先　定員各100名　
         ・10:30～11:30「頭の良くなる収納セミナー（仮）」
         ・14:00～15:00「誰でも出来る賢い節約収納セミナー（仮）」
           講師：芝谷浩氏（収納・模様替えアドバイザー）
■資金相談　予約者優先　定員8組
　　　金融機関による資金計画　相談員：三井住友銀行

ＫＫＲセカンドライフセミナー 要 予 約
受講無料

■定　　員　50名
■受講時間　10：00～16：00 （昼食は休憩時間に各自で）
■セミナー内容　介護予防・制度に関する講義、介護技術の実技指導
■アンケートに寄せられた声  「少人数制で内容も濃く参加し
　てよかった（50代）」「健康な身体では気付けなかった介護を
　受ける人への気配りを学んだ（40代）」

ＫＫＲ介護予防セミナー 要 予 約
受講無料

ＫＫＲ住宅フェア 受講・相談
無　料

開催地
福岡市
熊本市
那覇市
松江市
所沢市 

11月12日（金）

11月12日（金）

11月19日（金）

11月26日（金）

11月27日（土）

ＫＫＲホテル博多

ＫＫＲホテル熊本

サザンプラザ海邦

サンラポーむらくも

所沢市民文化センター

開催日 開催会場

年金に関するご相談・例えば年金額の試算などにお答えします。
各会場とも開催地ごとの予約制です。
予約は電話または連合会ホ－ムページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｋｒ．ｏ
ｒ．jｐ/nenkin/22soudan/osirase/22soudan.htm）な
どでできます。
◎電話予約の場合
　予約受付専用電話　  ０３―３２６５―９７０８（直通）
　受付時間　１０：００～１２：００　１３：００～１８：００（土日祝日除く）
◎年金相談を予約された皆さまには、別途、開催日にあわせて
ご自宅に年金相談会のご案内を送付します。

全国年金相談会のご案内平成２２年11月における

各セミナー・資金相談の予約申込方法　

または、特定事業部　保健・情報サービス課　　
　　03-3222-3506（直通） 9:30～17:30（土日祝日を除く）
※電話予約の際には氏名、住所、電話番号、所属共済組合、
同伴者の有無をお申し出ください

インターネットからは 
http://yoyaku.KKRnet.jp/

※詳しくはKKRホームページをご覧ください

※各住宅会社のブースをめぐる「スタンプラリー」にご参加いただいた方に、
　「おたのしみ抽選会」も開催

■定　　員　100名
■受講時間　10：00～17：00 （昼食は休憩時間に各自で）
■セミナー内容　50歳の組合員と配偶者を対象（50歳以外の方
　も可）に退職後の「生きがい」「健康」「家庭経済」について
■アンケートに寄せられた声　「大丈夫と思っていた退職後の
資金が全く足りないことが判って良かった（40代）」「今のまま
では定年退職後やることが無いことに気付かされた（50代）」

♥KKRブライダルネット
　組合員とご家族（2親等以内）限定サービス！インターネットで24
時間利用できる、全国のパートナー候補とのメッセージ交換から
始める婚活応援サービス。

♥全国開催！ お見合いパーティー
　少人数制でお相手としっかりお話しが出来ると好評のお見合い
パーティーを、全国各地で開催中。

　初めてのご参加でも、スタッフが丁寧にサポート！
　開催情報：http://www.kkr-bridal.net/party/

東　京 10月16日（土） 東京グリーンパレス（地下1階　ばら）

開催地 開催日 開催会場

札　幌 10月30日（土） ＫＫＲホテル札幌（3階　鳳凰）

京　都 11月20日（土） ＫＫＲ京都くに荘（4階　比叡）

開催地 開催日 開催会場

名古屋 11月27日（土） ＫＫＲホテル名古屋（3階　芙蓉）

■開催時間　10：00～16：30
■総合相談・展示　入退場自由
　家族葬･直葬など、最新の葬祭事情をご案内します。
　葬儀や相続に関する相談コーナー、葬祭関連の展示コーナ
　ーなど盛りだくさんです。お気軽にお出かけください。
■セミナー　要電話予約　定員各100名　
         ・11:00～12:00「家族葬を学ぼう」
           講師：平本百合子氏（葬祭プランナー）
         ・13:00～14:30「心に残るお葬式」
           講師:木野島光美氏（葬祭コンサルタント）
■イベント　当日受付　定員100名　
         ・15:00～15:30「からだがよろこぶ笑心地体操」
           講師：岡村聖子氏（健康運動指導士）

ＫＫＲ葬祭フェア 受講・相談
無　料

開催地 開催日 開催会場

東　京 11月20日（土） 東京グリーンパレス（地下1階　ふじ）

大　阪 11月  6日（土） ＫＫＲホテル大阪（2階　星華）

金　沢 11月  6日（土） ＫＫＲホテル金沢（3階　孔雀）

（24時間・年中無休）

ＫＫＲ葬祭フェアお問い合わせ・セミナー予約先

ＫＫＲ葬祭コールセンター
0120-919-556（24時間・年中無休）

ＫＫＲブライダルネットは
おかげさまで６周年

住宅割引特典のご案内

ＫＫＲブライダルネットは、平成16年9月のサービス開始から6周年を迎えました。
これからも、組合員の皆様に満足いただける出逢いの場の提供と、婚活情報の
　　　　　　　　　　提供を行って参ります。

♥アニバーサリーキャンペーン実施中
6周年アニバーサリーキャンペーン
期間：平成22年9月1日12:00～平成22年11月1日17:00
特典：年会員コースでご入会いただくと、初年年会費が男女とも半額！
　男性　31,500円→15,750円
　女性　21,000円→10,500円
　さらに、キャンペーン対象料金でご入会の方から、抽選で合計60
名様に恋愛成就のお守りをプレゼント！
詳細はホームページをご覧ください。 http://www.kkr-bridal.net/

。

会員数2,900名突破！
婚約報告数133組突破！

組合員限定

組合員とそのご家族限定の安心・信頼できる良縁のサポートをしています

♥KKRブライダルネット・ラウンジメンバーズ
　専任カウンセラーによる対面型結婚相談所サービス。
　出逢いから、お見合い、結婚まで、カウンセラーがフルサポート。
　http://www.kkrbn-loungemembers.com/
　お問い合わせ：03－4530－0585（10：00～18：00・火曜定休）
♥親御様向け結婚相談会
　独身のお子様をお持ちの親御様に向けて、結婚相談会を開催中。
親御様同士でお子様の情報交換を行いながらの懇談会などを
行っています。

　お問い合わせ：03－4530－0421（平日10:00～18:00）

○ 割引特典
　共済組合員の皆様が住宅を購入される際に、物件価格
や仲介手数料の割引が受けられるよう、下記住宅会社と
割引協定を締結しています。
　割引特典を受けるには、住宅会社に物件について相談
される際に、共済組合員であることを告げ、申し込み時ま
でに共済組合員証を提示してください。
　なお、紹介カードを求められた場合には、共済組合員証

ＫＫＲブライダルネットは、様々なサービスで婚活を応援します

の提示をもって割引対象者の確認となります
ので、紹介カードは不要の旨をお伝えください。

○ 割引率
　対象物件の割引率は各社異なりますので、詳細はKKR
ホームページの住宅情報提供サービスページをご覧いた
だくか、各社あてお問い合せください。
http://www.kkr.or.jp/tokutei/jyutaku.htm

協定会社一覧

仲介（6社）
新築・中古物件や宅地の
購入、売却、買い替え

朝日住宅
すみしん不動産
住友林業ホームサービス
中央三井信不動産
みずほ信不動産販売
三菱UFJ不動産販売

ディベロッパー（18社）
新築マンション・一戸建て及び宅地の購入

伊藤忠ハウジング
小田急不動産
オリックス不動産
京急不動産
JFE都市開発
住友不動産
総合地所
大京
大和ハウス工業

東急リバブル
東京建物不動産販売
藤和不動産
ナイス
日本土地建物販売
野村不動産
長谷工コーポレーション
細田工務店
有楽土地

パナホーム
ミサワホーム
三井ホーム

ハウスメーカー（11社）
注文住宅の新築や建替え

旭化成ホームズ
エス・バイ・エル
スウェーデンハウス
住友不動産
住友林業
積水化学工業
積水ハウス
大和ハウス工業

（平成22年9月1日現在）

（7）　平成22年9月１0日      第785号 第785号     平成22年9月10日　（2）

介護のご相談は「KKR介護相談ダイヤル」　フリーダイヤル0120-556-860　FAX 03-5805-7510
ココロからハロー

KKRインフォメーション マイホームのご検討に、「ＫＫＲ号外《住宅広告特集》」の無料購読受付中 http://mag.KKRnet.jp/KKRインフォメーション

http://www.kkr.or.jp/tokutei/secondlife-seminar.html
http://www.kkr.or.jp/tokutei/jutaku-fair.html
http://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo-seminar.html
http://www.kkr.or.jp/nenkin/22soudan/osirase/22soudan.htm
http://www.kkr.or.jp/tokutei/sousai-fair.html
kouhou
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開催地 開催日 開催会場

■開催時間　10：00～17：00
■物件相談・展示　入退場自由
　協定会社による住宅総合相談や割引物件の展示を行います。
　自由にご覧いただけますので、お気軽にお越しください。
■ハウジングセミナー　予約者優先　定員各100名　
         ・10:30～11:30「頭の良くなる収納セミナー（仮）」
         ・14:00～15:00「誰でも出来る賢い節約収納セミナー（仮）」
           講師：芝谷浩氏（収納・模様替えアドバイザー）
■資金相談　予約者優先　定員8組
　　　金融機関による資金計画　相談員：三井住友銀行

ＫＫＲセカンドライフセミナー 要 予 約
受講無料

■定　　員　50名
■受講時間　10：00～16：00 （昼食は休憩時間に各自で）
■セミナー内容　介護予防・制度に関する講義、介護技術の実技指導
■アンケートに寄せられた声  「少人数制で内容も濃く参加し
　てよかった（50代）」「健康な身体では気付けなかった介護を
　受ける人への気配りを学んだ（40代）」

ＫＫＲ介護予防セミナー 要 予 約
受講無料

ＫＫＲ住宅フェア 受講・相談
無　料

開催地
福岡市
熊本市
那覇市
松江市
所沢市 

11月12日（金）

11月12日（金）

11月19日（金）

11月26日（金）

11月27日（土）

ＫＫＲホテル博多

ＫＫＲホテル熊本

サザンプラザ海邦

サンラポーむらくも

所沢市民文化センター

開催日 開催会場

年金に関するご相談・例えば年金額の試算などにお答えします。
各会場とも開催地ごとの予約制です。
予約は電話または連合会ホ－ムページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｋｋｒ．ｏ
ｒ．jｐ/nenkin/22soudan/osirase/22soudan.htm）な
どでできます。
◎電話予約の場合
　予約受付専用電話　  ０３―３２６５―９７０８（直通）
　受付時間　１０：００～１２：００　１３：００～１８：００（土日祝日除く）
◎年金相談を予約された皆さまには、別途、開催日にあわせて
ご自宅に年金相談会のご案内を送付します。

全国年金相談会のご案内平成２２年11月における

各セミナー・資金相談の予約申込方法　

または、特定事業部　保健・情報サービス課　　
　　03-3222-3506（直通） 9:30～17:30（土日祝日を除く）
※電話予約の際には氏名、住所、電話番号、所属共済組合、
同伴者の有無をお申し出ください

インターネットからは 
http://yoyaku.KKRnet.jp/

※詳しくはKKRホームページをご覧ください

※各住宅会社のブースをめぐる「スタンプラリー」にご参加いただいた方に、
　「おたのしみ抽選会」も開催

■定　　員　100名
■受講時間　10：00～17：00 （昼食は休憩時間に各自で）
■セミナー内容　50歳の組合員と配偶者を対象（50歳以外の方
　も可）に退職後の「生きがい」「健康」「家庭経済」について
■アンケートに寄せられた声　「大丈夫と思っていた退職後の
資金が全く足りないことが判って良かった（40代）」「今のまま
では定年退職後やることが無いことに気付かされた（50代）」

♥KKRブライダルネット
　組合員とご家族（2親等以内）限定サービス！インターネットで24
時間利用できる、全国のパートナー候補とのメッセージ交換から
始める婚活応援サービス。

♥全国開催！ お見合いパーティー
　少人数制でお相手としっかりお話しが出来ると好評のお見合い
パーティーを、全国各地で開催中。

　初めてのご参加でも、スタッフが丁寧にサポート！
　開催情報：http://www.kkr-bridal.net/party/

東　京 10月16日（土） 東京グリーンパレス（地下1階　ばら）

開催地 開催日 開催会場

札　幌 10月30日（土） ＫＫＲホテル札幌（3階　鳳凰）

京　都 11月20日（土） ＫＫＲ京都くに荘（4階　比叡）

開催地 開催日 開催会場

名古屋 11月27日（土） ＫＫＲホテル名古屋（3階　芙蓉）

■開催時間　10：00～16：30
■総合相談・展示　入退場自由
　家族葬･直葬など、最新の葬祭事情をご案内します。
　葬儀や相続に関する相談コーナー、葬祭関連の展示コーナ
　ーなど盛りだくさんです。お気軽にお出かけください。
■セミナー　要電話予約　定員各100名　
         ・11:00～12:00「家族葬を学ぼう」
           講師：平本百合子氏（葬祭プランナー）
         ・13:00～14:30「心に残るお葬式」
           講師:木野島光美氏（葬祭コンサルタント）
■イベント　当日受付　定員100名　
         ・15:00～15:30「からだがよろこぶ笑心地体操」
           講師：岡村聖子氏（健康運動指導士）

ＫＫＲ葬祭フェア 受講・相談
無　料

開催地 開催日 開催会場

東　京 11月20日（土） 東京グリーンパレス（地下1階　ふじ）

大　阪 11月  6日（土） ＫＫＲホテル大阪（2階　星華）

金　沢 11月  6日（土） ＫＫＲホテル金沢（3階　孔雀）

（24時間・年中無休）

ＫＫＲ葬祭フェアお問い合わせ・セミナー予約先

ＫＫＲ葬祭コールセンター
0120-919-556（24時間・年中無休）

ＫＫＲブライダルネットは
おかげさまで６周年

住宅割引特典のご案内

ＫＫＲブライダルネットは、平成16年9月のサービス開始から6周年を迎えました。
これからも、組合員の皆様に満足いただける出逢いの場の提供と、婚活情報の
　　　　　　　　　　提供を行って参ります。

♥アニバーサリーキャンペーン実施中
6周年アニバーサリーキャンペーン
期間：平成22年9月1日12:00～平成22年11月1日17:00
特典：年会員コースでご入会いただくと、初年年会費が男女とも半額！
　男性　31,500円→15,750円
　女性　21,000円→10,500円
　さらに、キャンペーン対象料金でご入会の方から、抽選で合計60
名様に恋愛成就のお守りをプレゼント！
詳細はホームページをご覧ください。 http://www.kkr-bridal.net/

。

会員数2,900名突破！
婚約報告数133組突破！

組合員限定

組合員とそのご家族限定の安心・信頼できる良縁のサポートをしています

♥KKRブライダルネット・ラウンジメンバーズ
　専任カウンセラーによる対面型結婚相談所サービス。
　出逢いから、お見合い、結婚まで、カウンセラーがフルサポート。
　http://www.kkrbn-loungemembers.com/
　お問い合わせ：03－4530－0585（10：00～18：00・火曜定休）
♥親御様向け結婚相談会
　独身のお子様をお持ちの親御様に向けて、結婚相談会を開催中。
親御様同士でお子様の情報交換を行いながらの懇談会などを
行っています。

　お問い合わせ：03－4530－0421（平日10:00～18:00）

○ 割引特典
　共済組合員の皆様が住宅を購入される際に、物件価格
や仲介手数料の割引が受けられるよう、下記住宅会社と
割引協定を締結しています。
　割引特典を受けるには、住宅会社に物件について相談
される際に、共済組合員であることを告げ、申し込み時ま
でに共済組合員証を提示してください。
　なお、紹介カードを求められた場合には、共済組合員証

ＫＫＲブライダルネットは、様々なサービスで婚活を応援します

の提示をもって割引対象者の確認となります
ので、紹介カードは不要の旨をお伝えください。

○ 割引率
　対象物件の割引率は各社異なりますので、詳細はKKR
ホームページの住宅情報提供サービスページをご覧いた
だくか、各社あてお問い合せください。
http://www.kkr.or.jp/tokutei/jyutaku.htm

協定会社一覧

仲介（6社）
新築・中古物件や宅地の
購入、売却、買い替え

朝日住宅
すみしん不動産
住友林業ホームサービス
中央三井信不動産
みずほ信不動産販売
三菱UFJ不動産販売

ディベロッパー（18社）
新築マンション・一戸建て及び宅地の購入

伊藤忠ハウジング
小田急不動産
オリックス不動産
京急不動産
JFE都市開発
住友不動産
総合地所
大京
大和ハウス工業

東急リバブル
東京建物不動産販売
藤和不動産
ナイス
日本土地建物販売
野村不動産
長谷工コーポレーション
細田工務店
有楽土地

パナホーム
ミサワホーム
三井ホーム

ハウスメーカー（11社）
注文住宅の新築や建替え

旭化成ホームズ
エス・バイ・エル
スウェーデンハウス
住友不動産
住友林業
積水化学工業
積水ハウス
大和ハウス工業

（平成22年9月1日現在）

（7）　平成22年9月１0日      第785号 第785号     平成22年9月10日　（2）

介護のご相談は「KKR介護相談ダイヤル」　フリーダイヤル0120-556-860　FAX 03-5805-7510
ココロからハロー

KKRインフォメーション マイホームのご検討に、「ＫＫＲ号外《住宅広告特集》」の無料購読受付中 http://mag.KKRnet.jp/KKRインフォメーション

http://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo-dial.html
kouhou
テキストボックス
▲ U P
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KKR主催セミナー及び
　全国年金相談会のご案内

泊まっ得！フルーツから季節の食材まで
　味覚狩りのできる宿へＧＯ！

KKRブライダルネットはおかげさまで６周年
住宅割引特典のご案内

「アウトドア体験旅行」でリフレッシュ！
※PDFでお届けしているKKRの頁順は1、2、7、8、3～6となっています

2

7

7

8

ご利用対象者

ご利用時間

情報提供内容

ご利用方法

お問い合わせ

インターネット環境

現在組合員（任意継続組合員を除く）

３６５日、２４時間
組合員期間情報・標準報酬情報・年金額試算情報

連合会インターネットホームページ（ http://www.kkr.or.jp/）にアクセス
又はホームページを

国家公務員共済組合連合会　年金部　情報提供サービス担当
ＴＥＬ：03-3265-8141（代表）
平日　9：00～18：00（土日祝日・年末年始を除く）

OS：Microsoft　Windows 2000、Microsoft　WindowsXP以上でご利用できます。
Macについては、当会のシステムに対応しておりません。

年金加入記録の確認や将来受け取る年金の
試算をしたいとお考えなら今すぐに

　本サービスは、現在組合員の方を対象にインターネットを通じて組合員期間、標準報酬月額及び年
金額試算等の情報提供を行うものです。　

　秋の行楽シーズンを迎え、どこかに旅行をしたいと考えている
人はきっとたくさんいらっしゃるでしょう。
　今回は「ＫＫＲアウトドアクラブ」で各種アウトドア体験プランを
展開している荻田さんにお話を伺って、旅の楽しみ方を探ってみる
ことにしました。

Ｑ１）「ＫＫＲアウトドアクラブ」とはどのようなものでしょう
か？

A１）各種の「アウトドア体験」に興味のある人に連絡先をご
登録いただきまして、ＫＫＲが企画する関連宿泊プラ
ン、イベント等のご案内を年に数回ほど郵送させてい
ただいております。

Ｑ2）入会金や会費などはありますか？
A2）特にいただいてはおりません。参加についても自由参
加としておりますので、みなさんお気軽にご入会して
下さい。

Ｑ3）現在はどのような体験プランを実施していますか？
A3）「天然きのこ探しウォーキング」や「山菜探しウォー
キング」など設立当初からの企画の他、「堤防海釣
り」、「わかさぎ釣り」、「離島海女小屋体験」、「樹氷観
賞スノートレッキング」、「歴史名所ウォーキング」、
「ノルディックウォーキング」などなど、最近はバラエ
ティに富んだ企画を開催しております。

Ｑ4）参加者の反応はいかがですか？
A4）やはり“自然に親しむ”ことで、みなさん“リフレッシュ”
ができたと大変喜ばれております。なにかとストレス
が多いと言われる世の中で、旅先でのアウトドア体験
で“癒された”という感想がとても多いですね。

Ｑ5）これからの展望については、どのように考えています
か？
現在はＯＢの参加者
がとても多いです。
それはそれで喜ばし
いことですが、やはり
老若男女を問わず幅
広くご参加いただけ
ることが一番理想的

国家公務員共済組合連合会
宿泊事業部　　荻田　毅
ブログを開設しています。ぜひご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/ogita5/

連合会インターネットホームぺージ
http://www.kkr.or.jp/にアクセスして

「ＫＫＲ年金情報提供サービス」をご利用ください。

　なお、本サービスをご利用できない現在組合員の方で退職共済年金の試算をご希望される場合は、
下記の「記載例」のように必要事項を記載した書面に返信用封筒（８０円切手貼付）を同封して、連合会
年金部年金相談室に送付してください。

「記載例」  退職共済年金の試算依頼
1.組合員氏名（フリガナ）、生年月日、住所及び連絡先電話番号
2.共済組合・支部名（勤務先名）
3.長期組合員番号又は基礎年金番号（わかる範囲でご記入ください）
4.組合員期間（就職年月日と退職予定年月日）
◆ あて先　〒102-8082　千代田区九段南1-1-10  九段合同庁舎　
              国家公務員共済組合連合会　年金部年金相談室

ＫＫＲアウトドアクラブ担当者に聞く

です。
　　　そのためには“現職
者”を対象としたプラ
ンを企画しなければ
ならないと思います。
また、現職者が参加し
やすいよう、土日祝日
を含めたプランを増やしていこうと考えています。

Ｑ6）そのために今何か考えていることは？
A6）まずは身近な場所からはじめたいと首都圏近郊の「水
族館」と提携した新しい試みを考案中です。海洋生物
のテーマ別勉強会とか、水族館の裏側（バックヤー
ド）や夜の水族館に入れてもらい普段は見られない
海洋生物の姿を観察できた
ら楽しいのではと考えてい
ます。

　　　これなら小さいお子様や
ご両親にも喜んでもらえる
と思いますので、ぜひ実現
してみたいです。プラン化
できましたら次月号にでも
ご案内を載せたいと考えて
おります。

Ｑ7）最後にこの紙面を読んでいる組合員へのメッセージ
を！

A7）山・川・海、自然に親しむアウトドア体験企画にぜひ参
加してみませんか！きっと新しい発見がアナタを待っ
ています！まずは私共の企画の案内を適時に受け取れ
るよう、「ＫＫＲアウトドアクラブ」にご入会下さい！

回答者

樹氷鑑賞スノートレッキング

ノルディックウォーキング

山菜探しウォーキング

詳細は次のURLにてご覧いただけます。
http://www.kkr.or.jp/hotel/news_outdoor.html

農林水産省発行の広報誌「aff（あふ）」9月号にきのこア
ドバイザー荻田さんの活動が掲載されています。同省の
ホームページ「http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/」
からも内容がご覧いただけます。

※荻田　毅氏　プロフィール
「きのこアドバイザー」、「山菜アドバイザー」の資格を持ち、“天然きのこ”の同定や山菜
の採り方・食べ方を教えるガイドを務める一方、日本各地の現地スタッフと共にアウトドア
体験の普及にも努めている。

「ＫＫＲアウトドアクラブ」への入会申し込みはお電話で　   03-3222-1841　ＫＫＲアウトドアクラブ担当者まで
（月～金　9:30～17:30　受付）

A5）

KKRインフォメーション 葬祭、供花のことなら年中無休、全国24時間受付 フリーダイヤル0120-919-556
クイック こころ

　毎月1回10日発行（1）　平成22年9月１０日 第785号 第785号   平成22年9月10日　（8）

http://www.kkr.or.jp
発行所 国家公務員共済組合連合会

〒102-8081  東京都千代田区九段南一丁目1番10号  九段合同庁舎      03-3222-1841

国家公務員共済組合連合会広報紙

平成22年10月1日　KKRホテル東京 フルリニューアルオープン
くわしくは6頁をご覧ください
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http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/
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