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ホームページもあわせてご覧ください
検索検索ｋｋｒ

平成24年9月～10月における

年金加入記録の確認や将来受取る年金額を試算したいときは…

全国年金相談会のご案内

開催地 開催日 開催会場
奈良
津
京都
高松
仙台
名古屋

   9月27日（木）
   9月28日（金）
 10月  5日（金）
 10月  5日（金）
 10月12日（金）
 10月12日（金）

猿沢荘
プラザ洞津
ＫＫＲ京都くに荘
高松シティホテル
ＫＫＲホテル仙台
ＫＫＲホテル名古屋

開催地 開催日 開催会場
松江
札幌
福岡
神戸
大阪
広島

 10月12日（金）
 10月19日（金）
 10月19日（金）
 10月25日（木）
 10月26日（金）
 10月26日（金）

サンラポーむらくも
ＫＫＲホテル札幌
ＫＫＲホテル博多
パレス神戸
ＫＫＲホテル大阪
ＫＫＲホテル広島

年金額の試算や請求手続などの年金に関するご相談に応じるため、全国各地で年金相談会を開催しています。
なお、東京においては、連合会本部に年金相談室を常設しています。

▶11月以降も7地区での開催を予定しています。詳しくはKKRホームページをご覧ください。

年金のご相談は事前のご予約が必要です
ご予約は開催日の一週間前まで承りますが、会場
等の都合により定員になり次第締め切らせていた
だきますので、お早めにご予約ください。

KKRホームページ内の「ＫＫＲ 年金情報提供サービス」をご利用ください

このサービスは、インターネットを
通じて、ご自身の組合員期間、標準報
酬月額及び年金額試算等の情報が閲
覧できるものです。
初めてご利用される場合は、ホーム

ページからの申請に基づき、後日、連
合会年金部より「ユーザーＩＤとパス
ワード」を郵送いたします。 ①組合員期間情報

②標準報酬情報
③退職共済年金試算情報
④退職一時金返還額情報
（該当者のみ提供）

組合員 連合会

提供情報

検索検索ｋｋｒ詳しくは▶▶

②ご本人様確認

①利用申請

④情報照会

⑤情報提供

〈インターネット〉

〈インターネット〉

③ユーザーIDと
パスワードを郵送

ID・パスワード取得後

〒

ホームページからのご予約

予約受付専用電話

全国年金相談会のご予約方法

http://www.kkr.or . jp/

03-3265-9708（直通）
１０：００～１２：００
１３：００～１８：００

 受付時間
（土日祝日を除く）

▲UP▲UP

http://www.kkr.or.jp/
http://www.kkr.or.jp/


被用者年金制度の一元化について
平成２４年２月１７日に閣議決定された「社会保障・税一体
改革大綱」に基づき、４月１３日に国会に提出された「被用
者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の
一部を改正する法律案」は、８月１０日に可決成立し、８月
22日に公布されました。
なお、公的年金としての３階部分（職域部分）廃止後の新
たな年金については、「共済年金職域部分と退職給付に関
する有識者会議」においてとりまとめられた報告書を踏ま
え、今後、具体的な制度設計を行う予定とされています。

「被用者年金一元化法」及び「共済年金職域部分と
退職給付に関する有識者会議」の公表資料等について
は当会のホームページからアクセスできます。

「年金制度改革」⇒「年金制度改革の動向について」
●被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等
の一部を改正する法律案
●共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議

いつまでもイキイキと暮らすための介護予防と、もしもの
時の介護について、講義と体験実技で学ぶセミナーです。

セミナー概要セミナー概要
●介護予防と介護について（講義）
●介護予防エクササイズ（講義・実技）
●寝たきりにしない介護方法（体験実技）

■受講時間 10：00～16：00
■定　員 各会場とも先着50名
■対象者 組合員及びご家族

 開催地区 開催日 開催会場
 仙　台 平成24年  9月29日（土） ＫＫＲホテル仙台
 大　阪 平成24年10月  6日（土） ＫＫＲホテル大阪

パソコン・携帯電話からカンタン予約

http://yoyaku.KKRnet. jp/

〈お問い合わせ・電話予約〉 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）
※電話予約の際は、氏名、住所、電話番号、所属共済組合、
同伴者についてお申し出ください
※詳細は、KKRホームページをご覧ください

インターネットでいつでもお申込みいただけます

介護予防セミナー・セカンドライフセミナーの予約申込方法

充実したセカンドライフを実現するために、定年退職10
年前からどのような備えをしていくかを、3つのテーマから
考えるセミナーです。

■受講時間 10：00～17：00
■定　員 各会場とも先着100名
■対象者 組合員及び配偶者

※50歳以外の方でも受講いただけます。
※ご希望の方には年金試算サービスも実施しています。

セミナー概要セミナー概要
●「生きがい」を持つ意義
●「健康」を維持するために
● 定年退職に向けた「家計」の見直し

 開催地区 開催日 開催会場

 名古屋 平成24年10月20日（土） ＫＫＲホテル名古屋
 札　幌 平成24年10月27日（土） ＫＫＲホテル札　幌
 大　阪 平成24年11月  3日（土） ＫＫＲホテル大　阪
 広　島 平成24年12月  1日（土） ＫＫＲホテル広　島

KKRホームページ

KKR介護予防セミナー KKRセカンドライフセミナー

受講無料
要予約 受講無料

要予約

インターネットによる婚活支援サービス
KKRブライダルネットでは、
ただいま8周年アニバーサリーキャンペーンを
実施中です。
是非この機会に素敵な出逢いを探してみませんか！

キャンペーン内容

期　間：平成24年10月22日（月）17:00 ご入会まで

年会費：15,750円
 ※初年のみ／男女とも

地域・職場を越えて将来のパートナー探しを応援します

ＫＫＲブライダルネットＫＫＲブライダルネット

KKR特約葬祭業者のスタッフが、葬祭関連情
報の展示、ご案内を行います。
葬儀の事前相談など、葬祭に関する事ならな
んでもご相談いただけます。
自由にご覧いただけますので、お気軽にお越
しください。

入退場自由 10：00～16：00

■開催時間 10:00～16:00

 開催地区 開催日 開催会場
 東京 平成24年11月10日（土） 東京グリーンパレス

●電話予約・お問い合わせ（年中無休／24時間対応）　　

葬祭フェアのセミナー予約先

展示・個別相談
■受講時間 11:00～12:00　
 「終活」始めてみませんか？
 ─相続・遺言の基礎知識、
 エンディングノートの書き方─

 講師：花沢　良子氏（司法書士法人代表）

要予約セミナー 各定員：100名

■受講時間 13:00～14:30
 「家族葬は事前の準備から」

 講師：平本　百合子氏（葬祭プランナー）

■受講時間 14:40～15:10
 「からだがよろこぶ笑心地体操」

 講師：岡本　聖子氏（健康運動指導士）

参加自由体　操

0I20-919-556

KKR葬祭フェア

通常料金　男性31,500円
　　　　　女性21,000円

定員：100名

KKR葬祭コールセンター
※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 

検索検索ｋｋｒ葬祭フェア●インターネット予約　　KKRホームページの共済組合員向けサービスから

クイック こ こ ろ

参加・受講無料

ココロからハロー

KKRインフォメーション 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

第809号（2）　平成24年9月10日 第809号 平成24年9月10日　（7）

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/
ココロからハロー

KKRインフォメーション 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

▶キャンペーンの詳細はホームページをご覧ください

http://www.kkr-br idal .net/
検索検索ｋｋｒブライダルネット

▶お問い合わせ
info@kkr-bridal.net

http://www.kkr-bridal.net/party/
▶KKRブライダルネットのホームページへ

検索検索ｋｋｒパーティー

パーティー開催情報

9月15日（土）
18：00～  [新宿]
9月26日（水）
19：30～  [新宿]
9月30日（日）
17：30～  [新宿]

▲UP

http://yoyaku.KKRnet.jp/
http://mag.KKRnet.jp/


被用者年金制度の一元化について
平成２４年２月１７日に閣議決定された「社会保障・税一体
改革大綱」に基づき、４月１３日に国会に提出された「被用
者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の
一部を改正する法律案」は、８月１０日に可決成立し、８月
22日に公布されました。
なお、公的年金としての３階部分（職域部分）廃止後の新
たな年金については、「共済年金職域部分と退職給付に関
する有識者会議」においてとりまとめられた報告書を踏ま
え、今後、具体的な制度設計を行う予定とされています。

「被用者年金一元化法」及び「共済年金職域部分と
退職給付に関する有識者会議」の公表資料等について
は当会のホームページからアクセスできます。

「年金制度改革」⇒「年金制度改革の動向について」
●被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等
の一部を改正する法律案
●共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議

いつまでもイキイキと暮らすための介護予防と、もしもの
時の介護について、講義と体験実技で学ぶセミナーです。

セミナー概要セミナー概要
●介護予防と介護について（講義）
●介護予防エクササイズ（講義・実技）
●寝たきりにしない介護方法（体験実技）

■受講時間 10：00～16：00
■定　員 各会場とも先着50名
■対象者 組合員及びご家族

 開催地区 開催日 開催会場
 仙　台 平成24年  9月29日（土） ＫＫＲホテル仙台
 大　阪 平成24年10月  6日（土） ＫＫＲホテル大阪

パソコン・携帯電話からカンタン予約

http://yoyaku.KKRnet. jp/

〈お問い合わせ・電話予約〉 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）
※電話予約の際は、氏名、住所、電話番号、所属共済組合、
同伴者についてお申し出ください
※詳細は、KKRホームページをご覧ください

インターネットでいつでもお申込みいただけます

介護予防セミナー・セカンドライフセミナーの予約申込方法

充実したセカンドライフを実現するために、定年退職10
年前からどのような備えをしていくかを、3つのテーマから
考えるセミナーです。

■受講時間 10：00～17：00
■定　員 各会場とも先着100名
■対象者 組合員及び配偶者

※50歳以外の方でも受講いただけます。
※ご希望の方には年金試算サービスも実施しています。

セミナー概要セミナー概要
●「生きがい」を持つ意義
●「健康」を維持するために
● 定年退職に向けた「家計」の見直し

 開催地区 開催日 開催会場

 名古屋 平成24年10月20日（土） ＫＫＲホテル名古屋
 札　幌 平成24年10月27日（土） ＫＫＲホテル札　幌
 大　阪 平成24年11月  3日（土） ＫＫＲホテル大　阪
 広　島 平成24年12月  1日（土） ＫＫＲホテル広　島

KKRホームページ

KKR介護予防セミナー KKRセカンドライフセミナー

受講無料
要予約 受講無料

要予約

インターネットによる婚活支援サービス
KKRブライダルネットでは、
ただいま8周年アニバーサリーキャンペーンを
実施中です。
是非この機会に素敵な出逢いを探してみませんか！

キャンペーン内容

期　間：平成24年10月22日（月）17:00 ご入会まで

年会費：15,750円
 ※初年のみ／男女とも

地域・職場を越えて将来のパートナー探しを応援します

ＫＫＲブライダルネットＫＫＲブライダルネット

KKR特約葬祭業者のスタッフが、葬祭関連情
報の展示、ご案内を行います。
葬儀の事前相談など、葬祭に関する事ならな
んでもご相談いただけます。
自由にご覧いただけますので、お気軽にお越
しください。

入退場自由 10：00～16：00

■開催時間 10:00～16:00

 開催地区 開催日 開催会場
 東京 平成24年11月10日（土） 東京グリーンパレス

●電話予約・お問い合わせ（年中無休／24時間対応）　　

葬祭フェアのセミナー予約先

展示・個別相談
■受講時間 11:00～12:00　
 「終活」始めてみませんか？
 ─相続・遺言の基礎知識、
 エンディングノートの書き方─

 講師：花沢　良子氏（司法書士法人代表）

要予約セミナー 各定員：100名

■受講時間 13:00～14:30
 「家族葬は事前の準備から」

 講師：平本　百合子氏（葬祭プランナー）

■受講時間 14:40～15:10
 「からだがよろこぶ笑心地体操」

 講師：岡本　聖子氏（健康運動指導士）

参加自由体　操

0I20-919-556
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通常料金　男性31,500円
　　　　　女性21,000円

定員：100名
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ホームページもあわせてご覧ください
検索検索ｋｋｒ

平成24年9月～10月における

年金加入記録の確認や将来受取る年金額を試算したいときは…

全国年金相談会のご案内

開催地 開催日 開催会場
奈良
津
京都
高松
仙台
名古屋

   9月27日（木）
   9月28日（金）
 10月  5日（金）
 10月  5日（金）
 10月12日（金）
 10月12日（金）

猿沢荘
プラザ洞津
ＫＫＲ京都くに荘
高松シティホテル
ＫＫＲホテル仙台
ＫＫＲホテル名古屋

開催地 開催日 開催会場
松江
札幌
福岡
神戸
大阪
広島

 10月12日（金）
 10月19日（金）
 10月19日（金）
 10月25日（木）
 10月26日（金）
 10月26日（金）

サンラポーむらくも
ＫＫＲホテル札幌
ＫＫＲホテル博多
パレス神戸
ＫＫＲホテル大阪
ＫＫＲホテル広島

年金額の試算や請求手続などの年金に関するご相談に応じるため、全国各地で年金相談会を開催しています。
なお、東京においては、連合会本部に年金相談室を常設しています。

▶11月以降も7地区での開催を予定しています。詳しくはKKRホームページをご覧ください。

年金のご相談は事前のご予約が必要です
ご予約は開催日の一週間前まで承りますが、会場
等の都合により定員になり次第締め切らせていた
だきますので、お早めにご予約ください。

KKRホームページ内の「ＫＫＲ 年金情報提供サービス」をご利用ください

このサービスは、インターネットを
通じて、ご自身の組合員期間、標準報
酬月額及び年金額試算等の情報が閲
覧できるものです。
初めてご利用される場合は、ホーム

ページからの申請に基づき、後日、連
合会年金部より「ユーザーＩＤとパス
ワード」を郵送いたします。 ①組合員期間情報

②標準報酬情報
③退職共済年金試算情報
④退職一時金返還額情報
（該当者のみ提供）

組合員 連合会

提供情報

検索検索ｋｋｒ詳しくは▶▶

②ご本人様確認

①利用申請

④情報照会

⑤情報提供

〈インターネット〉

〈インターネット〉

③ユーザーIDと
パスワードを郵送

ID・パスワード取得後

〒

ホームページからのご予約

予約受付専用電話

全国年金相談会のご予約方法

http://www.kkr.or . jp/

03-3265-9708（直通）
１０：００～１２：００
１３：００～１８：００

 受付時間
（土日祝日を除く）

九段坂病院　栄養科長　高橋　加代子

日本の未来は食育から！
～子供の食生活をサポートしましょう～

たかはし か よ こ

【なぜ、食育なのか？】
■　我が国の子供の食をめぐる問題が深刻化し、発育・発
達段階での重要な時期に影響を与える状況になってい
ます。

■　その１つの原因に、共働き家族が増えて少子化が進
み、また、核家族化が進むことで祖父母との交流が乏し
い家族が増え、家族と子供との間での食に対する関わ
りが激減していることなどが挙げられます。子供の発達
には、「人とのかかわり」が重要で、人間関係を育むた
めには食事を通したコミュニケーションが必須です。

■　また、教育事情やゲームへの熱中のあまり、子供の夜
ふかしが増え、夜食を食べるようになり、朝ごはんを食
べなくなってきている傾向があります。

★成長には欠かせない朝食！
● 小中学生の約20％
が1週間のうち朝
食を食べない日が
あるという調査結
果があります。

● 朝食は、成長過程
において重要な役
割を果たし、学力
や精神面において
不可欠です。実際
の調査結果におい
て、朝食を食べる
子供と食べない子
供とでは図のように明らかに学力テストの点数に差が
生じています。

● 脳や神経系のエンジンを動かす唯一のエネルギー源は糖
質（ブドウ糖）です。朝食を摂取すると心身が活性化し、
一日の発生エネルギーも高まるともいわれています。

★孤食は心身に悪影響を及ぼします！
● 共働き家族が増えて、子供だけで朝食を食べる割合も増
えています。家族で囲む食卓は、精神面での発達に重要
なことです。

● 家族で食事することで、食事のマナーを身につけること
ができ、偏食も減らすことが出来ます。

● 一人で食べる子供は、疲れやすく、イライラすることが
多く、時に過度の痩身傾向につながるという調査結果も
あります。

★肥満傾向が将来の病気につながります！
● 肥満は、生活習慣病の原因の１つです。全ての学年にお
いて肥満傾向にあり、小学生が生活習慣病になるという
状況を改善することが求められています。炭水化物の
摂取量が減り、脂質や塩分などの摂取量が増加し、
ファーストフードやインスタント食品や菓子やジュース
類の増加による問題が生じています。

● 朝食を抜くと肥満にもなりやすくなることを知っておき
ましょう。エネルギー量が減るから太らないのではな
く、私達の体はエネルギー源の糖質が不足すると、他の
栄養素からエネルギーを作り出すことになり、筋肉量が
減少します。筋肉量の減少は、体力の低下と安静時のエ
ネルギー消費を低下させます。また、朝食を抜くとエネ
ルギーの節約作用が働き午前中の活力が減り、エネル

ギー代謝が低下してしまいます。
● また、朝食を抜くと、血糖値が低下し食欲が亢進し、昼
食や夕食を多くとってしまいます。そのため、急激に血
糖値が上昇し、インスリンが過剰に分泌されて肥満に
なってしまいます。

　

■朝食を食べる工夫をしましょう！
■栄養のバランスを考えましょう！
　　1日で食べて欲しい食事内容
　主食（ご飯・パン・麺）+主菜（肉・魚・卵・大豆）+
　副菜（野菜・海草類）+果物+乳製品
　※肉ばかりでなくお魚や納豆も・・・

■家族で語らいながら楽しく食事しましょう！
■菓子やジュース類は適度に！
■夕食は遅くならず、食べ過ぎないように！
■ゆっくりよく噛んで食べましょうね！
● 食生活の乱れは、心身の健康と発達に悪影響をおよぼ
し、体力の低下にも関係します。子供達の健康には、食
事の回数や内容だけでなく、いつ誰とどのように（楽し
く摂ったか）食べたか、十分な睡眠がとれているかな
ど、生活習慣が大きく影響します。

● 家庭だけでなく、学校や地域などと協力して、日本の将
来を担う大切な子供を育成できるように、図のように社
会全体で取り組むことが大切です。

〒102-0074　東京都千代田区
九段南2－1－39
☎03－3262－9191
http://www.kudanzaka.com/

九段坂病院

子供達の問題となる現状

【家庭で取り組めること】
・食卓を囲み、楽しい会話で
　コミュニケーションを図る
・料理の工夫による偏食の改善
・食事を通してマナー・作法を
　身につけさせる
・孤食を減らす工夫
・バランスのよい食事
・3食食べる習慣
・精神的な心の安らぎ

【学校での取り組み】
・栄養教諭を採用
・学校給食の充実
・地場産物の活用
・食の観察た模倣学習
・クイズ・パズルをつかった教材
・基礎的栄養知識の教育
・行事食の提供
・体験活動

【地域での取り組み】
・地域（保健所等）による
　啓蒙活動
・消費者と生産者との交流
・料理教室等のイベントの開催
・商店街や各団体との協力した
　イベント

【家庭で取り組めること】
・食卓を囲み、楽しい会話で
　コミュニケーションを図る
・料理の工夫による偏食の改善
・食事を通してマナー・作法を
　身につけさせる
・孤食を減らす工夫
・バランスのよい食事
・3食食べる習慣
・心の安らぎ

【学校での取り組み】
・栄養教諭を採用
・学校給食の充実
・地場産物の活用
・食の観察と模倣学習
・クイズ・パズルをつかった教材
・基礎的栄養知識の教育
・行事食の提供
・田畑などでの体験活動

【地域での取り組み】
・地域（保健所等）による
　啓発活動
・消費者と生産者との交流
・料理教室等のイベントの開催
・商店街や各団体との協力した
　イベント

みんなで
応援する

食育の仕組み

高橋加代子作成

クイック こころ

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
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文部科学省　国立教育政策研究所調査（平成16年）
国際的な食と学業成績の論文集はJ Am Diet Assoc 105: 743-60(2005)
「時間栄養学」女子栄養大学出版部

▲UP

http://www.kudanzaka.com/



