
■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　健康維持と介護予防・介護保険制度に関する
　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）」「健康でいるための秘訣と、介護をする
　際のコツを教えてもらえてよかった（30代）」

ＫＫＲ介護予防セミナー 要 予 約
受講無料

開催地 開催日 開催会場

京　都

熊　本

11月20日（土）

 1月  8日（土）

ＫＫＲ京都くに荘（4階  比叡）

ＫＫＲホテル熊本（1階  有明・不知火）

横   浜  2月  5日（土） ＫＫＲポートヒル横浜（4階  ラ・メール）

※セミナー受講には事前の予約申込が必要です

■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、相続および墓石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。お気軽にお越しください。
■セミナー・講演　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）

ＫＫＲ葬祭フェアお問い合わせ・
セミナー・講演予約先

ＫＫＲ葬祭コールセンター
0120-919-556（通話料無料 9：00～18：00／月～土）

開催地 開催日 開催会場

ＫＫＲセカンドライフセミナー 要 予 約
受講無料

※セミナー受講には事前の予約申込が必要ですの予約申込方法　KKRセカンドライフセミナー
KKR介護予防セミナー

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

※セミナー受講には事前の予約申込が必要です

※セミナー受講には事前の予約申込が必要です

■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）」

那　覇 1月29日（土） 八汐荘（2階　大ホール）

（24時間・年中無休）
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ＫＫＲ住宅フェアへようこそ！

泊まっ得！ お得に行っ得！
ＫＫＲパッケージプランほか

婚活パーティーに参加してみませんか？

放送大学　
平成23年度第１学期（4月入学）学生募集
年金Ｑ＆Ａ
（公務員在職中に支給される退職共済年金について）
※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

3～6

7

7

8

開催地
徳島市

大分市

1月21日（金）

1月28日（金）

ホテル千秋閣

グリーンリッチホテル大分駅前

開催日 開催会場

全国年金相談会のご案内平成２3年1月における

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。
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http://www.kkr.or.jp/tokutei/secondlife-seminar.html
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■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50名　
         ・10:30～11:30「頭の良くなる収納セミナー」
         ・14:00～15:00「誰でも出来る賢い節約収納セミナー」
           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：三井住友銀行担当者

ＫＫＲ住宅フェア 受講・相談
無　料

※名古屋・大阪ともに、各住宅会社のブースをめぐる「スタンプラリー抽選会」
　にご参加いただけます。ご家族皆様でぜひお越しください。

開催地 開催日 開催会場

大　阪 12月11日（土） ＫＫＲホテル大阪（3階　銀河）

■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50名　
         ・10:30～12:00「やさしくてわかり易い資金計画」
         ・14:00～15:30「住宅取得に係る税  賢い大型減税活用術」
           講師：掛川繁子氏（ファイナンシャルプランナー）
■ライフプランニング　予約者優先　定員16組
　　　ファイナンシャルプランナーによるライフプランニング相談
■よろず相談　随時受付　
　　　建築士やインテリアコーディネーターによるよろず相談

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）

の予約申込方法　ハウジングセミナー・資金相談
ライフプランニング

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

（24時間・年中無休）

KKR住宅フェアへようこそ！KKR住宅フェアへようこそ！KKR住宅フェアへようこそ！KKR住宅フェアへようこそ！KKR住宅フェアへようこそ！
　KKR住宅フェアでは、住まい探しに役立つ情報をギュッと
詰め込んで、組合員の皆様のご来場をお待ちしております。
　新築物件はもちろんのこと、中古物件や宅地情報も多数ご
紹介！ フェア会場をぐるりと一周するだけで、住まいに関する
情報をたくさん集めていただけます。
　「聞くだけ」「見るだけ」でも大丈夫！お出かけついでにお
気軽にお立ち寄りください。

■お得な物件情報が大集合
　展示コーナーでは、KKRと割引協定を締結してい
る住宅会社が、販売価格や仲介手数料の割引を受けら
れる物件を多数ご紹介しています。
　気になる物件があれば、協定会社のスタッフが、さら
に詳しくご案内します。

■ご相談も気軽にしっかり
　各ブースでは、住まいのスペシャリストが、住まいに
関する様々なご相談に応じています。
　住宅資金の
ご 相 談 や マ
ネープランニ
ング、住宅に係
る税金のお話
なども、個別相
談コーナーで
気軽にご相談
いただけます。

■住まいについて学ぶ
　住まい選びのご参考に、専門家によるセミナーも
行っています。住まいの選び方や、ローンや税金の話
題など、楽しく学べると毎回好評です。
　開催ごとに様々な話題で行っていますので、KKR
ホームページや開催のお知らせなどで、ぜひチェック
してみてください。

第787号     平成22年11月10日　（2）

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
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組合員特典で放送大学入学料が半額割引平成23年度第1学期
（4月入学）学生募集

（コピー可）募集要項請求カード
（点線に沿って切り取り、ご希望の募集要項区分にチェックを入れ、右記KKR
「放送大学」係あてに、お送りください。FAXは受け付けておりません。）

教養学部 大学院

KKR 

＊入学料のみが半額であり授業料は別途必要になります　
＊組合員とその被扶養者の方が対象となります

教養学部 全科履修生 11,000円 選科履修生 4,000円 科目履修生 3,000円
大 学 院 修士選科生 8,000円 修士科目生 6,000円
授 業 料 教 養 学 部 11,000円 / 1科目（教材費込み）
 大   学   院 22,000円 または44,000円/1科目（教材費込み）
●組合員特典用「募集要項」請求期間（郵送のみ）
　平成22年11月15日（月）から平成23年1月31日（月）（当日消印有効）
●手続き方法
①「募集要項請求カード」に必要事項を記入のうえKKRに郵送してください
　（KKRで取りまとめ、放送大学に「募集要項」を請求します）

②放送大学から募集要項と出願用専用封筒をお送りします（2週間程度かかります）
③「募集要項」に綴じられている「専用出願票」に必要事項を記入し、同封の「出願専用封筒」で放送
　大学へ送付してください
　注：専用封筒により出願されませんと、組合員特典が受けられません 
●放送大学に関するお問い合わせ        043-276-5111（代）　http://www.ouj.ac.jp

　「募集要項請求カード」送付先
　 〒102-8081　東京都千代田区九段南1-1-10九段合同庁舎  KKR「放送大学」係

割引後の入学料

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

（組合員との続柄：　    　　）

組合（省庁）名　  共済組合

組 合 員 氏 名

出 願 者 氏 名

〒

　　　　  （　　　　　  ）　　

自 宅 住 所

電話（携帯可）

「募集要項」請求期間（郵送のみ／当日消印有効）
 平成22年11月15日（月）から平成23年1月31日（月）
※「個人情報の取扱い」になるため「請求期間」を厳守してください

婚活パーティーに参加してみませんか？

　「婚活に興味はあるけど、何をしたら良いかわからない」という方にオススメなのが、
婚活パーティーへの参加です。でも、婚活パーティーと一言で言っても、たくさんあっ
てどれを選べば良いのか難しいですよね。
　そんなときは、まず自分がどんな相手と出会いたいのかを考えてみてください。
　趣味の合う方、家庭的な方、学歴の高い方、収入が安定している方……。あげればキ
リがないかもしれませんが、条件を絞り、その条件に一致する婚活パーティーを探して
みましょう。
　それが第一歩の始まりです。一歩ずつ階段をのぼって、結婚という扉に向かってく
ださい。婚活をするのはとても素敵なことなのですから――。

初めてのご参加でも安心！ スタッフが丁
寧にサポートします！
ＫＫＲブライダルネットのパーティー開催
情報はホームページをご確認ください。
http://www.kkr-bridal.net/party

婚活パーティー、結婚相談所、お
見合い……と、みなさん自分に
合った婚活スタイルを見つけて
活動されているようです。「人と
話すことが好き」という方であれ
ば、パーティーに多くのチャンス
があるかもしれませんし、“婚活
＝○○”と決めつけるのではな
く、自分にピッタリのスタイルを
見つけることが婚活のキーポイ
ントと言えます。

ＫＫＲブライダルネット　メインカウンセラー　岩下　ゆり香

Ｑ あなたにとって「婚活」とは何？

Ｑ やったことのある婚活を教えて！

婚活パーティーへの参加
結婚相談所への登録

好きな人へのアプローチ
知人に紹介（合コン）を頼む

インターネットのサイトを利用する

婚活パーティー  7％ 婚活パーティー  13％

異業種交流会  20％ 異業種交流会  11％

　　　●近日開催パーティー情報●
11月：新宿、神戸　12月：新宿、銀座、横浜、大阪
1月以降も全国で開催予定

結婚相談所  5％ 結婚相談所  7％

お見合い  9％ お見合い  9％

インターネット婚活  7％ インターネット婚活  6％

習い事  13％ 習い事  11％

特になし  39％ 特になし  43％

男性
女性

女性 男性

婚活・恋愛マニュアル本を読む
セミナーへ参加する

エステ等の自分磨きをする

63
91

83
58

71
54

30
95

47
71
67

52
78

38
46

56
※株式会社IBJ社（KKRブライダルネットを委託）の調査による

写真提供：KKRホテルびわこ

イメージ

※株式会社IBJ社（KKRブライダルネットを委託）の調査による

　婚活とは、「結婚活動」の略で結婚することを目的に出会いを増やしたり、自分の魅力を高めるための努力をしたりする活動のこと。
　料理教室・エステなどに通うことも婚活に含まれます。
　それでは、みんなが実際に婚活をどう考えているのか、婚活意識をチェックしてみましょう！

（7）　平成22年11月１0日      第787号
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

年金
Ｑ
A＆

　特別支給の退職共済年金は、次の①～③の全てに該当すると
きに支給されますが、組合員である間は、原則として年金額の全
額が支給停止となります。
　① 60歳以上であること。
　② 1年以上の組合員期間を有すること。
　③ 組合員期間等が25年以上であること。(注1)組合員期間等に
ついては特例短縮措置があります。 
　ただし、在職中でも、組合員の方の総報酬月額相当額(標準報
酬月額と標準期末手当等の額に基づき計算した額をいいます。
後記ア参照)と年金額（職域加算額と加給年金額を除いたもの）
の合計額によっては、年金額の一部が支給されることがあります。
　具体的には、右記のア～エの額に基づき、下記条件に応じた計
算式により求められることになります。

ア　総報酬月額相当額＝停止額算定月の標準報酬月額＋
　　（その月以前一年間の標準期末手当等の額の総額
　　　×1／12）
イ　在職中基本額＝
　　　　　(年金額－職域加算額－加給年金額）
ウ　基本月額＝
　　　　　(年金額－職域加算額－加給年金額)×1／12
エ　合計収入額＝
　　　　　総報酬月額相当額＋基本月額

(注2) 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた
方は、定額及び加給年金額の支給開始年齢（61歳～64歳）に達
するまでは、それぞれの額を除いた額で基本月額を計算します。

（注1）組合員期間等についての特例短縮措置（右表参照）
昭和31年４月１日以前に生まれた方は、国民年金を除く公的年金制度の加入
期間が、それぞれ生年月日に応じて右の表に掲げる加入期間以上であればよ
いこととされています。

■答え
＜在職中一部支給額の計算基礎となる額＞

【在職中一部支給額の計算式及び計算例】
1.計算式

区　　分
① 合計収入額≦28万円の場合

総報酬月
額相当額

生年月日 加入期間

基本月額
60,000
60,000
50,000
30,000
10,000

0
0
0
0

80,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0
0
0
0

100,000
90,000
70,000
50,000
30,000
10,000

0
0
0

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0
0
0

140,000
110,000
90,000
70,000
50,000
30,000
10,000

0
0

180,000
130,000
110,000
90,000
70,000
50,000
30,000
10,000

0

220,000
150,000
130,000
110,000
90,000
70,000
50,000
30,000
10,000

200,000
240,000
280,000
320,000
360,000
400,000
440,000
470,000

（単位：円）

② 合計収入額＞
    28万円で
    ある場合

ア 基本月額≦28万円
    総報酬月額相当額
     ≦47万円の場合

在職中基本額－（総報酬月額相当額＋
基本月額－28万円）×     ×12　

在職中基本額－総報酬月額相当額× 
    ×12

在職中基本額－（総報酬月額相当額
－23.5万円）×12

イ 基本月額≦28万円
    総報酬月額相当額
     ＞47万円の場合

ウ 基本月額＞28万円
     総報酬月額相当額
     ≦47万円の場合

エ 基本月額＞28万円
    総報酬月額相当額
    ＞47万円の場合

在職中基本額
一部支給額（年額）

在職中の一部支給早見表

２．計算例
（1） 在職中に年金額の一部が支給される例

　　　年　　 金 　　額 140万円
　　　（うち、職域加算額20万円、加給年金額0円）
　　　総報酬月額相当額 32万円（≦47万円） 

　　　在  職  中  基  本  額 120万円（年金額－職域加算額）
         基　本　月　額 120万円×　＝10万円（≦28万円）
         合　計　収　入　額 32万円＋10万円＝42万円（＞28万円）
　　　②のアの計算式に該当 
        支 給 年 金 額 ＝ 120万円－（32万円＋10万円
　　　　　　　　　　　　　－28万円）×　×12＝36万円
(2) 在職中全額支給停止になる例
         年　　 金 　　額 140万円
　　　（うち、職域加算額20万円、加給年金額0円）
         総報酬月額相当額 50万円（＞47万円）

      　在  職  中  基  本  額 120万円 （年金額－職域加算額）
         基　本　月　額 120万円×　 ＝10万円（≦28万円）
         合　計　収　入　額 50万円＋10万円＝60万円（＞28万円）
 　　　②のイの計算式に該当 
         支 給 年 金 額  ＝120万円－
　　　　 {(47万円＋10万円－28万円)×
                        　 ＋(50万円－47万円)}×12
                        　        ＝－90万円
    　　　　　　　　　　 ＝0円

12
1

2
1

2
1

在職中基本額－｛（47万円＋基本月額－28万円）
×     ＋総報酬月額相当額－47万円｝×122

1

12
1

2
1

2
1

公務員在職中に支給される
退職共済年金について

～昭和27.４.１
昭和27.４.２～　　28.４.１
28.４.２～　　29.４.１
29.４.２～　　30.４.１
30.４.２～　　31.４.１

20年
21年
22年
23年
24年

　私は現在Ａ省に32年間勤務する組合員です。今年満60歳（昭和25年11月15日生まれ）になるため
退職共済年金を請求する予定でいますが、在職中でも年金が支給されることがあるか教えてください。

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

第787号   平成22年11月10日　（8）

kouhou
テキストボックス
△UP


	nkkr2211 1
	nkkr2211 2
	nkkr2211 7
	nkkr2211 8



