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特定非営利活動法人（NPO法人）日本

2014年 6月 12日（木）、13日（金）、

金融に関する知識と判断力を身につけることを

談会（対面相談）を以下のとおり開催いた

本相談会は、「くらしとお金」に関する幅広

を行う専門家、まさに「家計のホームドクター

地域の生活者の皆様には、この機会に

悩みや疑問を解決していただきたいと願

※CFP®・AFP（ファイナンシャル・プランナー

「家計のホームドクター®」です。

担 当 日本FP協会

広報部広報課 金田・小野

※ 、CFP○R、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス

※AFFILIATED FINANCIAL PLANNER○R、アフィリエイテッド

※家計のホームドクター○RはNPO法人日本ＦＰ協会の
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ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー

家計管理と生活設計
主催：金融庁、東京都消費生活総合

催事名：家計管理と生活設計について

～身に着けよう！金融に関

開催日：平成２６年６月１２日（木）

①１５：３０～１６：３０ ②１７

平成２６年６月１３日（金）・１４

①１４：００～１５：００ ②１５

※事前予約制 （予約は電話

申込先：０４２２－２７－６６２２（平日

締 切：５月３０日（金） ※定員に達

会 場：東京都消費生活総合センター

（東京都新宿区神楽河岸１－

参加料：無料

主 催：金融庁、東京都消費生活総合

日本証券業協会、投資信託協会

問合先：家計管理と生活設計について

電話：０４２２-２７－６６２２

メールアドレス：kakei@arts

※同様の内容を 東京都消費者生活総合センター

日本ファイナンシャル･プランナーズ協会（略称：日本FP協会

）、14日（土）の 3日間、FP（ファイナンシャル・プランナー

につけることを目的に家計管理と生活設計に関する悩みや

いたします（本相談会と併せて、消費者セミナーも開催いたします

幅広い知識とスキルを活用して一人ひとりに適したファイナンシャル・プランニ

のホームドクター」である CFP®認定を身近に感じていただく機会

に CFP®に直接接していただき家計管理や生活設計などの

願っております。

ファイナンシャル・プランナー）は、生活者ひとりひとりの課題をご一緒に考え、夢をかなえるための

◆本件に関するお問合せ先

ＴＥＬ ＦＡＸ E-mail

03-5403-9748 03-5403-9795 info＠

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER○R、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー○Rは、米国外

とのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会

アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー○Rは、NPO法人日本ＦＰ協会の登録商標

の登録商標です。

特定非営利活動法人（NPO法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス５Ｆ TEL 03-5403-9700(代) FAX

大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島５F TEL 06-6344-8063

ファイナンシャル・プランナー／ＣＦＰ®認定者）

生活設計について考える無料相談会
東京都消費生活総合センター、金融広報中央委員会、

について考える相談会

関する知識と判断力～

定員 各回２組（全６組）

１７：００～１８：００ ③１８：３０～１９：３０

１４日（土） 定員 各回２組（全１６組）

１５：３０～１６：３０ ③１７：００～１８：００ ④１８：

電話のみ）

平日１０：００～１８：００まで）

達した時点で受付を終了いたします。

センター（飯田橋）の各教室

－１ セントラルプラザ１５階～１７階）

東京都消費生活総合センター、金融広報中央委員会、日本ＦＰ協会、全国銀行協会

投資信託協会、生命保険文化センター、日本損害保険協会

について考える相談会事務局

６６２２ ＦＡＸ：０４２２－２１－９９９２

kakei@arts-crafts.co.jp

センターからも配信しております。

2014年4月28日

協会、理事長：白根壽晴）は、

ファイナンシャル・プランナー／CFP®認定者）が、

みや疑問にお答えする無料相

いたします）。

したファイナンシャル・プランニング

機会として無料で実施します。

などの「くらしとお金」に関する

をかなえるための、いわば

mail

＠jafp.or.jp

米国外においては Financial Planning

協会が商標の使用を認めています。

登録商標です。

協会
FAX 03-5403-970１

FAX 06-6344-8065

）による

相談会を開催！
、日本ＦＰ協会他

：３０～１９：３０

全国銀行協会、



家計管理と生活設計について考える相談会 
～身につけよう！金融に関する知識と判断力～ 

 金融リテラシー（知識・判断力）の向上を図ることを目的とした家計管理と生活設計に
関する無料相談会及び金融リテラシー向上のための基調講演、ミニセミナーを開催い
たします。 
 無料相談会であなたの生活設計を日本ＦＰ協会認定のＣＦＰ®（ファイナンシャル・プラ
ンナー）に相談してみませんか。 

開催日 

会場 

平成２６年６月１２日（木）・１３日（金）・１４日（土）の３日間 

東京都消費生活総合センター（飯田橋）の各教室 
 （東京都新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ15階～17階） 

１２日（木） 

１３日（金） 
１４日（土） 

６月 

６月 

基調講演 
【定員：１００名】 

 
13時30分～14時45分 

会場： 
17階 教室 Ｉ ・ ＩＩ 

ミニセミナー 
【定員：５０名】 

 
15時00分～16時00分 

会場： 
17階 教室 Ｉ ・ ＩＩ 

ミニセミナー 
【定員：５０名】 

 
15時00分～16時00分 

会場： 
16階 学習室Ａ 

無料相談会 
【定員：６組】 

・・・日本ＦＰ協会 
 

15時30分～16時30分 
17時00分～18時00分 
18時30分～19時30分 
（各回２か所で開催） 

 
受付： 

17階 情報・交流コーナー 

テーマ： 

あなたのお金を育て 
増やすライフプラン！ 
講師： 

東京都金融広報委員会 
金融広報アドバイザー 

テーマ： 

知ってもらいたい保険の知識 
 

講師： 

生命保険文化センター、 
日本損害保険協会 

テーマ： 

事例に学ぶ！金融トラブル 
 

講師： 

東京都消費生活総合センター
相談員 

無料相談会 【定員：８組】・・・日本ＦＰ協会 
 

14時00分～15時00分 15時30分～16時30分 17時00分～18時00分 18時30分～19時30分 （各回２か所で開催） 
受付： 17階情報・交流コーナー 

無 料 相 談 会 お 申 込 み 方 法 

お申込み 
締切り日 

定 員 

定員に達し次第締切らせていただきます。 

各回２組 全２２組 

いただいた個人情報は、当無料相談会開催関係事務以外に
使用することはありません。 

http://www.arts-crafts.co.jp/kakei 

お申し込みに関するお問合せ先 内容に関するお問合せ先 

家計管理と生活設計について考える相談会 
参加受付事務局 

（アーツアンドクラフツ株式会社内） 
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-3-6-3F 
TEL： 0422-27-6622 
FAX： 0422-21-9992 
E-Mail： kakei@arts-crafts.co.jp 

金融庁総務企画局政策課 
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-2-1 
中央合同庁舎第7号館 
TEL： 03-3506-6000（内線2793） 
FAX：03-3506-6267 
E-Mail： soudannkai@fsa.go.jp 

主催 
金融庁、東京都消費生活総合センター、金融広報中央委員会、日本ＦＰ協会、全国銀行協会、 

日本証券業協会、投資信託協会、生命保険文化センター、日本損害保険協会 

無料相談会の予約はお電話にて受付けております。 
予約 

電話番号 ０４２２－２７－６６２２ 

ご予約時に氏名、電話番号、年齢、家族構成、職業、同行者
（人数、続柄）、相談内容をお伺いします。 

ＷＥＢ 

平日１０時００分～１８時００分 （担当：本瀬） 

※基調講演・ミニセミナーの
申込み方法は、裏面をご覧く
ださい。 



東京都消費生活総合センター（飯田橋） 
〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 
セントラルプラザ15～17階 
最寄からのアクセス 
●JR飯田橋駅西口 
●東京メトロ東西線・有楽町線・南北線 
  飯田橋駅B2b出口 
●都営地下鉄大江戸線飯田橋駅B2b出口 

会場案内 ご来場は公共交通機関をご利用ください。 

基調講演・ミニセミナー申込書 

ＦＡＸでお申込みの方は必要事項をご記入の上、下記番号まで本用紙をＦＡＸしてください。 
※ＦＡＸお申込み時に既に定員となっている場合がありますので、予めご了承ください。 
 

申込期限 ： ５月３０日（金） 

ご氏名 

ふりがな 

年齢 電話番号 

職業 

お申し込みの際に収集した個人情報は、本基調講演、ミニセミナーの開催のためにのみ利用・提供し、その他の目的での利用・提供は致しません。 

ＦＡＸ番号 
 

０４２２－２１－９９９２ 


