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ＫＫＲセカンドライフセミナー
早めの備えで、充実したセカ
ンドライフを！「生きがい」「健
康」「家庭経済」の3つのテー
マから考えるセミナー（主に
５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
9月　5日(土)
9月26日(土)

ＫＫＲホテル大阪
ナディアパーク

大　阪
名古屋

ＫＫＲマネープランセミナー50
ＫＫＲセカンドライフセミナー
で人気の「家庭経済」に特化
したセミナー
（主に５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
8月29日(土) コラッセふくしま福　島

共済組合員・OBとそのご家族（２親等以内）限定の、
インターネットで活動する　　　　　　　    　　　　　です。会員制の婚活サービス

  7月1日（水）13:00 ～ 7月27日（月）13：00までキャンペーン期間

キャンペーン料金（税込）年会員
コース 13,500円

通常料金（税込）

30,０００円

夏の婚活応援キャンペーン夏の婚活応援キャンペーン

★ 職場に知られずに活動できる
★ 経験豊富なスタッフが活動をサポート
★ 婚活パーティーやセミナー等、多数ご用意

安心の婚活サポート

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

55%OFF！！
通常料金の

さらにメッセージ交換等に
使えるポイントプレゼント

全国年金相談会についてのお知らせ

割引内容や利用方法の詳細はKKRホームページをご覧ください。
割引用の「募集要項」等は、KKR予約・申込システムからご請求ください。

入学料が
半額割引に
なります

組合員とその被扶養者■対象者
令和2年8月23日（日）まで■請求期間

■請求方法

募集要項や出願に関するお問い合わせ先（放送大学）☎043-276-5111 総合受付

放送大学 学生募集

KKR予約・申込システム

検索検索kkr予約申込

～令和2年度 第2学期（10月入学）～ 皆さまの職場に
お届けしました

旬な宿大特集！夏号
KKRサービスガイド2020

旬な宿には
お得な
割引券付き

全国年金相談会は、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、7月以降も当面の間中止とさせていただきます。
今後の全国年金相談会開催及びご予約の再開時期については、あらためてＫＫＲホームページや本紙等でご案内いたします。
組合員の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

●年金額試算・・・・・「KKR年金情報提供サービス」がご利用いただけます。
●各種ご照会・・・・・ KKRホームページにおける「年金　よくある質問Ｑ＆Ａ」をご参照ください。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

▲ ▲

KKRホームページ よくある質問Ｑ＆Ａ年金

ＫＫＲ子育て相談ダイヤル

●育児相談サービス（24時間年中無休）
　　　・病気、健康に関する相談
　　　・妊娠・出産に関する相談
　　　・育児・子育てに関する相談
　　　・メンタル（育児の悩み）相談

●専門医等の予約制サービス
　　　・症状等について小児科医との相談
　　　・栄養や食事等について管理栄養士との相談
　　　・育児の悩みについて臨床心理士との相談

ご家族の方も
ご利用いただけ

ます

通話・相談
無料

7月1日（水）からの新しいサービスです！

サービス内容（通話・相談無料） ●医療機関の情報提供サービス（24時間年中無休）
　　　・近隣の病院・診療所などの情報提供サービス

専門スタッフがご相談にお応えします。お気軽にお電話ください。

ご利用の際は所属省庁名又は共済組合名をお伝えください
0I20-192-556
フ リ ー ダ イ ヤ ル イ ク ジ の コ コ ロ

セミナーのご予約はこちら インターネット予約 24時間受付
https://yoyaku.kkrnet.jp/検索kkr予約申込

　4月号でご案内した、7月開催の各セミナー及び9月12日開催の住宅フェア（東京）については、新型コロナウィルスの感染拡大の
影響を受けて、やむを得ず開催を見合わせることとなりました。
　今後予定しているセミナー等の開催についても、見合わせる場合がありますので、本紙、KKRホームページ等にてご確認願います。

※年間スケジュールは、KKRホームページ又は本紙４月号をご覧ください。

ＫＫＲ介護準備セミナー
「介護と仕事の両立」、「介護
とストレス」、「介護をするこ
とになったそのとき、困らな
いようにする」などについて学ぶセミナー

開催地区
9月　5日(土)
開催日

ＫＫＲホテル大阪
会　場

大　阪

ＫＫＲマネープランセミナー30
教育等子育てや住宅等の費
用と退職後の生活に、早く
から備えるための資産形成
など、将来生活設計を考えるセミナー（主に３０～４０歳代を対象）

開催地区
9月12日(土)
開催日

日本橋プラザ
会　場

東　京

※資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。

NEW

KKRインフォメーション 介護に関する各種ご相談は「KKR介護相談ダイヤル」まで
こころ  から ハロー  

［年中無休　9時～21時］0120-556-860
フリーダイヤル

登録・ご利用はKKRホームページトップの
こ
こ
を

ク
リ
ッ
ク

利用者の声（縁結びストーリー）や
各サービス等の詳細はKKRブライダル
ネットホームページをご確認ください。

KKR主催セミナー開催案内 直近の開催日程
のお知らせ 要事前予約

※セカンドライフ（マネープラン50）セミナーご参加の方は、事前に年金額試算書を入手のうえ、セミナー参加時にご持参いただくと便利です。
詳しくは1面の「KKR年金情報提供サービス」をご覧ください。(資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。)

検索kkr介護準備 検索kkrマネープラン

検索kkrマネープラン
検索kkrセカンドライフ

（受付）平日9時～17時
  （年末年始休業12/29～1/4）
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ス

国家公務員共済組合連合会広報紙

No.9032020.7　　　　

KKR夏のイベント特集ビアガーデン…… ２
　　　　　夏休みはKKRの宿へ…… ３～１０
医療記事 生活習慣病×栄養サポート対談 １１
KKR子育て相談ダイヤル ………………１２
KKR主催セミナー・フェア
直近の開催日程のお知らせ………………１２
KKRブライダルネット ……………………１２
※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、１１、１２、３～１０となっています

「ＫＫＲ年金情報提供サービス」を
ご利用ください
長期組合員番号に加え、基礎年金番号で登録ができるよ
うになりました。「長期組合員番号」は6月末に送付しまし
た「退職年金分掛金の払込実績通知書」（圧着ハガキ）に
表示されています。

〇在職支給停止後の支給額の試算
　（年金額が決定している方についても簡易試算ができます）
〇退職等年金給付の試算
〇退職年金分掛金の払込実績通知書の閲覧

「KKR年金情報提供サービス」は、新たに機能を追加しました。

是非KKRホームページからご登録していただき、本サービスをご利用ください。
登録後概ね2週間程度で、連合会年金部より郵送で「ユーザIDのおしらせ」を
送付いたします。

ここに記載の9ケタの数字を入力

KKR
宿泊割引券は
「泊まっ得！」2,000円割引

▲UP

https://nenkin-info.kkr.or.jp/shokai/jsp/shokai/JSTopMenu.jsp
https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/
https://yoyaku.kkrnet.jp/regist/is?SMPFORM=lftd-rctap-f9d3349535998e5235d07d1c260d7641
https://yoyaku.kkrnet.jp/regist/is?SMPFORM=lftd-rctap-f9d3349535998e5235d07d1c260d7641
https://www.kkr.or.jp/
https://www.kkr.or.jp/


●写真はすべてイメージです　●料金はすべて税込み表示です　●詳細は、各ホテルのホームページまたはお電話にてご確認ください

夏のイベント特集！！
KKRホテルでリフレッシュ！
暑さも忘れる楽しいひとときを

お過ごしください

KKRインフォメーション 葬祭に関する各種ご相談は「KKR葬祭コールセンター」まで
クイック  こころフリーダイヤル

［年中無休　24時間対応］0120-919-556

第903号（2）　令和2年7月10日 第903号 令和2年7月10日　（11）

17:00／受付
19:00／ショータイム
（30～40分／1回）

ビアフェスタ2020
         with performance

KKRホテル東京 ☎03-3287-2932

8/6㈭
・7㈮

冷たいビールとベリーダンスショーを楽しむ

港の見えるＢＢＱ
　  ビアガーデン2020

KKRポートヒル横浜☎045ｰ621-9684

9/27㈰
まで
開催中

ハイボール全7種含む2時間飲み放題付

●ジンギスカンプラン
4,950円

全プランにポートヒル名物
横濱黒カレー含むフードバー付
小学校6年生までのお子様
お子様BBQプラン1,000円

庭園＆屋上バーベキュー

KKR京都くに荘 ☎075-222-0092

7/17㈮
～

10/11㈰
プレミアムモルツ含む2時間飲み放題付

レストラン シャトー
　　  Summer Fair

KKRホテル大阪 ☎06-6941-6557

8/31㈪
まで
開催中

※イベント開催日除く※イベント開催日除く

プレミアムモルツ・レモンサワー2時間飲み放題付

飲み放題のビール・ワイン・焼酎等と
お酒に合うお料理と毎回好評のベリーダンスショーを

お楽しみください。

18:00～21:00（ラストオーダー20:30）10F大宴会場「瑞宝」

●ランチ　12:00～15:00
●ディナー18:00～21:00（クローズ30分前ラストオーダー）

●ランチ 　11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
●ディナー 17:30～20:30（ラストオーダー20:00）

17:00～21:00（ラストオーダー20:00）

各コースに豚・鶏・ウインナー
野菜盛・フード付

2名様～要予約

5,500円

●ホテルでは設備・備品類の消毒を徹底し、テーブル毎の距離を保つよう工夫して営業いたします。
●37.5℃以上の発熱をされているお客様、体調のすぐれないお客様は入場をご遠慮くださいますようお願いします。
●イベントの中止・変更の可能性がありますので、お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

5,500円
●スタンダードプラン

5,500円
●丘の上の女子会プラン

●鳥居コース
　国産牛ロース付

5,800円
●舟形コース
　和牛カルビ＆
　海鮮3種盛付

7,800円
●京の肉牛コース
　京の肉和牛ロース＆
　海鮮4種盛付
11,000円

6,500円
●神奈川県産
　　　やまゆり牛プラン

8,000円
●日本三大和牛
　　　近江牛プラン

お1人様
3,900円

予約受付　10:00～18:00

★個人盛料理＋プレ
ミアムモルツ・レモ
ンサワー飲み放題
★前日午前中までの
ご予約で「瓦そば」
プレゼント
★6名様以上で個室
利用可（要予約3
日前まで）

※写真は5人前です

※開催時期、コースにつきましては状況により
変更する場合がございます。施設にお問い合
わせください。

生活習慣病×
栄養サポート（対談）

 　：生活習慣病、特に腎疾患や糖尿病の患者さんにとっ
て、日々の食生活を改善することは極めて重要です。す
でに病気が進行した方はもちろん、現在は気になる症状
がない方も、予防的に食生活を変えていくことが欠かせ
ません。そこで当院では、外来診療のタイミングで管理
栄養士による栄養指導を行っています。

　　 ：例えば、日本人の食塩摂取量は約12ｇ/日と多め
になりがち。腎疾患のある人は6ｇ/日未満、健康な人でも
7～ 8ｇ/日未満が理想ですから、大幅に塩分制限しな
ければならないこともあります。しかし、医師が「塩分を
減らしてください」と伝えるだけでは難しいでしょう。

　　 ：そうした指導内容を生活の中でどう実践してもら
うか、それを考えるのが私たち管理栄養士の仕事。日ご
ろの食事内容を聞き取り、どう改善すればよいかを患者
さんと相談していきます。一度だけでは効果が見込みづ
らいので、外来があるたびに栄養指導を実施して、継続
的に関わることを重視しています。

 　：栄養のプロが患者さんに伴走してくれるのは、医師
の立場からもありがたいです。ずっと体重が減らなかっ
た患者さんが、毎月の栄養指導を導入した結果、9㎏減
量できた例もあります。

　　 ：最近では、日々の食事をスマートフォンで撮影して
もらい、その画像を見ながらアドバイスするケースも多い
です。麺類を好む患者さんなら「かけうどんよりも釜揚げ
うどんにしましょう」、味噌汁が好きな患者さんなら「イ
ンスタント味噌汁を作るとき味噌の量を半分にしてみま
しょう」など、気軽に実践できる方法から提案しています。

　　 ：「怒られるから病院に行きたくない」と患者さんに
思わせては本末転倒ですからね。その人の状態に応じて
スモールステップで目標設定し、段階を追ってゴールへ
進んでもらうためにも、医師と管理栄養士の密接な連携
が大切です。

☎03-3588-1111
https://www.toranomon.gr.jp/
虎の門病院

☎044-877-5111
https://www.toranomon.gr.jp/kajigaya
虎の門病院分院

虎の門病院

このバナーを
クリック！

医師と管理栄養士が役割分担
外来での実践的な栄養指導とは？

 　：外来では「余分なものを削る」ことが多い一方、入院
では「足りないものを補う」必要性がより高いと言えます。
栄養不足が危惧される患者さんを助けるために尽力して
いるのがＮＳＴ(栄養サポートチーム)であり、それを取り
まとめているのが本田先生です。

　　 ：ＮＳＴは、医師や看護師、管理栄養士、薬剤師な
どで構成される多職種のチーム。週1回の回診で、特に
栄養状態が心配な患者さんを支援しています。「食べら
れない」状態であっても、その原因は患者さんにより
様々。複数の専門職がそれぞれの知見を基に議論を重
ねることで、最適な解決策を導き出していきます。点滴
での栄養摂取が必要な場合もありますが、できるだけ
「口から食べる」ことにこだわり、全身の機能回復を目指
します。

　　 ：先生方に嚥下機能や消化機能などをしっかりア
セスメントしてもらうことで、私たちはベストの食事内容
を考えることができます。刻み食にしたり、栄養剤を補
助的に使用したりと、当院では様々なパターンの食事を
用意していますから。あえて食事量を通常の3分の1程度
にすることで、「完食できた！」という達成感を味わって
もらうこともありました。

　　 ：食事を残すことへの罪悪感が強く、食べることへ
の自信を失っていた患者さんでしたね。食事量の調整で
気持ちが切り替わったことをきっかけに栄養状態が安定
しました。看護師が患者さんの思いに気づき、管理栄養
士が食事量を調整するというようにＮＳＴの連携が実り、
その患者さんは元気に退院されました。

 　：チーム医療の重要性が叫ばれる前から、横のつなが
りを重視する風土があった当院だからこそ、診療科の垣
根を越えたスムーズな連携が実現できているのかもしれ
ませんね。

入院患者の食事を多職種で改善！
ＮＳＴ(栄養サポートチーム)の活躍

検索広報紙KKR

●過去に掲載した医療記事をKKRホームページでご覧いただけます。右のバナーをクリックし、
　組合員専用ページへ。
　https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.htm

澤　直樹分院腎センター内科 部長
さわ なお き

よし かわ むつみ

吉川　睦管理栄養士
ほん だ あや

本田　文分院消化器外科

外来でも入院でも！診療科の垣根を越え、専門家の連携による栄養サポートを提供
病気やけがからできるだけ早く回復するためにも、それらの重症化を予防するためにも、適切な栄養摂取が重要です。
虎の門病院では、診療科の垣根を越えて多職種連携することで、患者さんに対するより効果的な栄養サポートを実現
しています。

澤 澤

澤

本田

本田

本田

吉川
吉川

吉川

本田

澤

▲UP

https://www.kkr-hotel-tokyo.gr.jp/
https://www.porthill-yokohama.jp/meeting.html
http://www.kuniso.com/index.htm
https://www.kkr-osaka.com/index.html


●写真はすべてイメージです　●料金はすべて税込み表示です　●詳細は、各ホテルのホームページまたはお電話にてご確認ください

夏のイベント特集！！
KKRホテルでリフレッシュ！
暑さも忘れる楽しいひとときを

お過ごしください

KKRインフォメーション 葬祭に関する各種ご相談は「KKR葬祭コールセンター」まで
クイック  こころフリーダイヤル

［年中無休　24時間対応］0120-919-556

第903号（2）　令和2年7月10日 第903号 令和2年7月10日　（11）

17:00／受付
19:00／ショータイム
（30～40分／1回）

ビアフェスタ2020
         with performance

KKRホテル東京 ☎03-3287-2932

8/6㈭
・7㈮

冷たいビールとベリーダンスショーを楽しむ

港の見えるＢＢＱ
　  ビアガーデン2020

KKRポートヒル横浜☎045ｰ621-9684

9/27㈰
まで
開催中

ハイボール全7種含む2時間飲み放題付

●ジンギスカンプラン
4,950円

全プランにポートヒル名物
横濱黒カレー含むフードバー付
小学校6年生までのお子様
お子様BBQプラン1,000円

庭園＆屋上バーベキュー

KKR京都くに荘 ☎075-222-0092

7/17㈮
～

10/11㈰
プレミアムモルツ含む2時間飲み放題付

レストラン シャトー
　　  Summer Fair

KKRホテル大阪 ☎06-6941-6557

8/31㈪
まで
開催中

※イベント開催日除く※イベント開催日除く

プレミアムモルツ・レモンサワー2時間飲み放題付

飲み放題のビール・ワイン・焼酎等と
お酒に合うお料理と毎回好評のベリーダンスショーを

お楽しみください。

18:00～21:00（ラストオーダー20:30）10F大宴会場「瑞宝」

●ランチ　12:00～15:00
●ディナー18:00～21:00（クローズ30分前ラストオーダー）

●ランチ 　11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
●ディナー 17:30～20:30（ラストオーダー20:00）

17:00～21:00（ラストオーダー20:00）

各コースに豚・鶏・ウインナー
野菜盛・フード付

2名様～要予約

5,500円

●ホテルでは設備・備品類の消毒を徹底し、テーブル毎の距離を保つよう工夫して営業いたします。
●37.5℃以上の発熱をされているお客様、体調のすぐれないお客様は入場をご遠慮くださいますようお願いします。
●イベントの中止・変更の可能性がありますので、お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

5,500円
●スタンダードプラン

5,500円
●丘の上の女子会プラン

●鳥居コース
　国産牛ロース付

5,800円
●舟形コース
　和牛カルビ＆
　海鮮3種盛付

7,800円
●京の肉牛コース
　京の肉和牛ロース＆
　海鮮4種盛付
11,000円

6,500円
●神奈川県産
　　　やまゆり牛プラン

8,000円
●日本三大和牛
　　　近江牛プラン

お1人様
3,900円

予約受付　10:00～18:00

★個人盛料理＋プレ
ミアムモルツ・レモ
ンサワー飲み放題
★前日午前中までの
ご予約で「瓦そば」
プレゼント
★6名様以上で個室
利用可（要予約3
日前まで）

※写真は5人前です

※開催時期、コースにつきましては状況により
変更する場合がございます。施設にお問い合
わせください。

生活習慣病×
栄養サポート（対談）

 　：生活習慣病、特に腎疾患や糖尿病の患者さんにとっ
て、日々の食生活を改善することは極めて重要です。す
でに病気が進行した方はもちろん、現在は気になる症状
がない方も、予防的に食生活を変えていくことが欠かせ
ません。そこで当院では、外来診療のタイミングで管理
栄養士による栄養指導を行っています。

　　 ：例えば、日本人の食塩摂取量は約12ｇ/日と多め
になりがち。腎疾患のある人は6ｇ/日未満、健康な人でも
7～ 8ｇ/日未満が理想ですから、大幅に塩分制限しな
ければならないこともあります。しかし、医師が「塩分を
減らしてください」と伝えるだけでは難しいでしょう。

　　 ：そうした指導内容を生活の中でどう実践してもら
うか、それを考えるのが私たち管理栄養士の仕事。日ご
ろの食事内容を聞き取り、どう改善すればよいかを患者
さんと相談していきます。一度だけでは効果が見込みづ
らいので、外来があるたびに栄養指導を実施して、継続
的に関わることを重視しています。

 　：栄養のプロが患者さんに伴走してくれるのは、医師
の立場からもありがたいです。ずっと体重が減らなかっ
た患者さんが、毎月の栄養指導を導入した結果、9㎏減
量できた例もあります。

　　 ：最近では、日々の食事をスマートフォンで撮影して
もらい、その画像を見ながらアドバイスするケースも多い
です。麺類を好む患者さんなら「かけうどんよりも釜揚げ
うどんにしましょう」、味噌汁が好きな患者さんなら「イ
ンスタント味噌汁を作るとき味噌の量を半分にしてみま
しょう」など、気軽に実践できる方法から提案しています。

　　 ：「怒られるから病院に行きたくない」と患者さんに
思わせては本末転倒ですからね。その人の状態に応じて
スモールステップで目標設定し、段階を追ってゴールへ
進んでもらうためにも、医師と管理栄養士の密接な連携
が大切です。

☎03-3588-1111
https://www.toranomon.gr.jp/
虎の門病院

☎044-877-5111
https://www.toranomon.gr.jp/kajigaya
虎の門病院分院

虎の門病院

このバナーを
クリック！

医師と管理栄養士が役割分担
外来での実践的な栄養指導とは？

 　：外来では「余分なものを削る」ことが多い一方、入院
では「足りないものを補う」必要性がより高いと言えます。
栄養不足が危惧される患者さんを助けるために尽力して
いるのがＮＳＴ(栄養サポートチーム)であり、それを取り
まとめているのが本田先生です。

　　 ：ＮＳＴは、医師や看護師、管理栄養士、薬剤師な
どで構成される多職種のチーム。週1回の回診で、特に
栄養状態が心配な患者さんを支援しています。「食べら
れない」状態であっても、その原因は患者さんにより
様々。複数の専門職がそれぞれの知見を基に議論を重
ねることで、最適な解決策を導き出していきます。点滴
での栄養摂取が必要な場合もありますが、できるだけ
「口から食べる」ことにこだわり、全身の機能回復を目指
します。

　　 ：先生方に嚥下機能や消化機能などをしっかりア
セスメントしてもらうことで、私たちはベストの食事内容
を考えることができます。刻み食にしたり、栄養剤を補
助的に使用したりと、当院では様々なパターンの食事を
用意していますから。あえて食事量を通常の3分の1程度
にすることで、「完食できた！」という達成感を味わって
もらうこともありました。

　　 ：食事を残すことへの罪悪感が強く、食べることへ
の自信を失っていた患者さんでしたね。食事量の調整で
気持ちが切り替わったことをきっかけに栄養状態が安定
しました。看護師が患者さんの思いに気づき、管理栄養
士が食事量を調整するというようにＮＳＴの連携が実り、
その患者さんは元気に退院されました。

 　：チーム医療の重要性が叫ばれる前から、横のつなが
りを重視する風土があった当院だからこそ、診療科の垣
根を越えたスムーズな連携が実現できているのかもしれ
ませんね。

入院患者の食事を多職種で改善！
ＮＳＴ(栄養サポートチーム)の活躍

検索広報紙KKR

●過去に掲載した医療記事をKKRホームページでご覧いただけます。右のバナーをクリックし、
　組合員専用ページへ。
　https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html

澤　直樹分院腎センター内科 部長
さわ なお き

よし かわ むつみ

吉川　睦管理栄養士
ほん だ あや

本田　文分院消化器外科

外来でも入院でも！診療科の垣根を越え、専門家の連携による栄養サポートを提供
病気やけがからできるだけ早く回復するためにも、それらの重症化を予防するためにも、適切な栄養摂取が重要です。
虎の門病院では、診療科の垣根を越えて多職種連携することで、患者さんに対するより効果的な栄養サポートを実現
しています。

澤 澤

澤

本田

本田

本田

吉川
吉川

吉川

本田

澤

▲UP

https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html
https://www.kkr.or.jp/soumu/kkr-login.html
https://www.toranomon.gr.jp/
https://www.toranomon.gr.jp/kajigaya/
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ＫＫＲセカンドライフセミナー
早めの備えで、充実したセカ
ンドライフを！「生きがい」「健
康」「家庭経済」の3つのテー
マから考えるセミナー（主に
５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
9月　5日(土)
9月26日(土)

ＫＫＲホテル大阪
ナディアパーク

大　阪
名古屋

ＫＫＲマネープランセミナー50
ＫＫＲセカンドライフセミナー
で人気の「家庭経済」に特化
したセミナー
（主に５０歳代を対象）

開催地区開催日 会　場
8月29日(土) コラッセふくしま福　島

共済組合員・OBとそのご家族（２親等以内）限定の、
インターネットで活動する　　　　　　　    　　　　　です。会員制の婚活サービス

  7月1日（水）13:00 ～ 7月27日（月）13：00までキャンペーン期間

キャンペーン料金（税込）年会員
コース 13,500円

通常料金（税込）

30,０００円

夏の婚活応援キャンペーン夏の婚活応援キャンペーン

★ 職場に知られずに活動できる
★ 経験豊富なスタッフが活動をサポート
★ 婚活パーティーやセミナー等、多数ご用意

安心の婚活サポート

詳細はこちら

▲

検索kkrブライダルネット

お問い合わせ

▲

55%OFF！！
通常料金の

さらにメッセージ交換等に
使えるポイントプレゼント

全国年金相談会についてのお知らせ

割引内容や利用方法の詳細はKKRホームページをご覧ください。
割引用の「募集要項」等は、KKR予約・申込システムからご請求ください。

入学料が
半額割引に
なります

組合員とその被扶養者■対象者
令和2年8月23日（日）まで■請求期間

■請求方法

募集要項や出願に関するお問い合わせ先（放送大学）☎043-276-5111 総合受付

放送大学 学生募集

KKR予約・申込システム

検索検索kkr予約申込

～令和2年度 第2学期（10月入学）～ 皆さまの職場に
お届けしました

旬な宿大特集！夏号
KKRサービスガイド2020

旬な宿には
お得な
割引券付き

全国年金相談会は、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、7月以降も当面の間中止とさせていただきます。
今後の全国年金相談会開催及びご予約の再開時期については、あらためてＫＫＲホームページや本紙等でご案内いたします。
組合員の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

●年金額試算・・・・・「KKR年金情報提供サービス」がご利用いただけます。
●各種ご照会・・・・・ KKRホームページにおける「年金　よくある質問Ｑ＆Ａ」をご参照ください。

詳しくはKKRホームページをご覧ください。

▲ ▲

KKRホームページ よくある質問Ｑ＆Ａ年金

ＫＫＲ子育て相談ダイヤル

●育児相談サービス（24時間年中無休）
　　　・病気、健康に関する相談
　　　・妊娠・出産に関する相談
　　　・育児・子育てに関する相談
　　　・メンタル（育児の悩み）相談

●専門医等の予約制サービス
　　　・症状等について小児科医との相談
　　　・栄養や食事等について管理栄養士との相談
　　　・育児の悩みについて臨床心理士との相談

ご家族の方も
ご利用いただけ

ます

通話・相談
無料

7月1日（水）からの新しいサービスです！

サービス内容（通話・相談無料） ●医療機関の情報提供サービス（24時間年中無休）
　　　・近隣の病院・診療所などの情報提供サービス

専門スタッフがご相談にお応えします。お気軽にお電話ください。

ご利用の際は所属省庁名又は共済組合名をお伝えください
0I20-192-556
フ リ ー ダ イ ヤ ル イ ク ジ の コ コ ロ

セミナーのご予約はこちら インターネット予約 24時間受付
https://yoyaku.kkrnet.jp/検索kkr予約申込

　4月号でご案内した、7月開催の各セミナー及び9月12日開催の住宅フェア（東京）については、新型コロナウィルスの感染拡大の
影響を受けて、やむを得ず開催を見合わせることとなりました。
　今後予定しているセミナー等の開催についても、見合わせる場合がありますので、本紙、KKRホームページ等にてご確認願います。

※年間スケジュールは、KKRホームページ又は本紙４月号をご覧ください。

ＫＫＲ介護準備セミナー
「介護と仕事の両立」、「介護
とストレス」、「介護をするこ
とになったそのとき、困らな
いようにする」などについて学ぶセミナー

開催地区
9月　5日(土)
開催日

ＫＫＲホテル大阪
会　場

大　阪

ＫＫＲマネープランセミナー30
教育等子育てや住宅等の費
用と退職後の生活に、早く
から備えるための資産形成
など、将来生活設計を考えるセミナー（主に３０～４０歳代を対象）

開催地区
9月12日(土)
開催日

日本橋プラザ
会　場

東　京

※資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。

NEW

KKRインフォメーション 介護に関する各種ご相談は「KKR介護相談ダイヤル」まで
こころ  から ハロー  

［年中無休　9時～21時］0120-556-860
フリーダイヤル

登録・ご利用はKKRホームページトップの
こ
こ
を

ク
リ
ッ
ク

利用者の声（縁結びストーリー）や
各サービス等の詳細はKKRブライダル
ネットホームページをご確認ください。

KKR主催セミナー開催案内 直近の開催日程
のお知らせ 要事前予約

※セカンドライフ（マネープラン50）セミナーご参加の方は、事前に年金額試算書を入手のうえ、セミナー参加時にご持参いただくと便利です。
詳しくは1面の「KKR年金情報提供サービス」をご覧ください。(資産運用を目的としたセミナーではありませんので、ご注意ください。)

検索kkr介護準備 検索kkrマネープラン

検索kkrマネープラン
検索kkrセカンドライフ

（受付）平日9時～17時
  （年末年始休業12/29～1/4）
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国家公務員共済組合連合会広報紙

No.9032020.7　　　　

KKR夏のイベント特集ビアガーデン…… ２
　　　　　夏休みはKKRの宿へ…… ３～１０
医療記事 生活習慣病×栄養サポート対談 １１
KKR子育て相談ダイヤル ………………１２
KKR主催セミナー・フェア
直近の開催日程のお知らせ………………１２
KKRブライダルネット ……………………１２
※ＰＤＦ版の頁順は、１、２、１１、１２、３～１０となっています

「ＫＫＲ年金情報提供サービス」を
ご利用ください
長期組合員番号に加え、基礎年金番号で登録ができるよ
うになりました。「長期組合員番号」は6月末に送付しまし
た「退職年金分掛金の払込実績通知書」（圧着ハガキ）に
表示されています。

〇在職支給停止後の支給額の試算
　（年金額が決定している方についても簡易試算ができます）
〇退職等年金給付の試算
〇退職年金分掛金の払込実績通知書の閲覧

「KKR年金情報提供サービス」は、新たに機能を追加しました。

是非KKRホームページからご登録していただき、本サービスをご利用ください。
登録後概ね2週間程度で、連合会年金部より郵送で「ユーザIDのおしらせ」を
送付いたします。

ここに記載の9ケタの数字を入力

KKR
宿泊割引券は
「泊まっ得！」2,000円割引

▲UP

https://www.kkr.or.jp/tokutei/kosodate/kosodate-dial.html
https://www.kkr.or.jp/tokutei/kaigo/kaigo-seminar/index.html
http://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
http://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
http://www.kkr.or.jp/tokutei/seminar/secondlife-seminar/
https://yoyaku.kkrnet.jp/
https://www.kkr-bridal.net/
https://www.kkr-bridal.net/


https://www.kkr.or.jp/hotel/


https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-162.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-161.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-164.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-163.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/zao-zaogyu-puchinabe-20200602.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/minakami-rafting-20200602.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/minakami-syabusyabu-20200602.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/pickup-hotel/


https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/tokyo-summer-plan-20200602.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/tokyo-edo-gourmet-20200602.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-165.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-166.html
https://www.kkr.or.jp/hotel/osusume/2020/06/post-168.html
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https://www.hotelgp-sendai.com/
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