2014年8月21日
報道関係各位

―人生を賢く生きるためのファイナンシャル・プランニングの総合情報展―

ＦＰフェア２０１４
「上手な暮らしとおかね展」 取材のご案内
開催日：９月２７日（土）１１時３０分～１７時／２８日（日）１１時３０分～１６時３０分
場所：アクロス福岡（福岡県福岡市）
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（略称：日本 FP 協会、理事長：
白根壽晴）は、2014 年 9 月 27 日（土）・28 日（日）にアクロス福岡にて、生活者を対象とした「上手な暮らしと
おかね展」（入場無料）を開催いたします。
本イベントでは、講演会やトークショーをはじめとして、上手な暮らし方のヒントや夢をかなえるための「おかね」
とのつき合い方を楽しく学べるセミナー等を実施いたします。
初日の 9 月 27 日（土）は京都造形芸術大学教授・元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサーの松平定知さんの
講演会、28 日（日）には元宝塚歌劇団花組男役トップスターであり女優の真矢みきさんをゲストにお迎えし、
「私の人生」をテーマにしたトークショーを開催いたします。
さらに、日本 FP 協会が認定するファイナンシャル・プランナーである CFP®及び AFP 認定者が、セカンドライフ
のプランづくりや、相続など生活するうえで役に立つお金の知識を解説する「上手な暮らしセミナー」を 2 日間
にわたり開催いたします。その他にも、世界の貯金箱展や「おかねクイズ」など、家族で楽しめる企画もご用意
しております。
ご多用の折とは存じますが、生活者が長期的な視野でライフプランを考える機会ともなる本イベントを取材
いただきたくご案内申し上げます。
なお、お手数ではございますが、ご来場のご意向につきまして別紙返信用紙にご記入の上、ファックスにて
ご送付くださいますようお願い申し上げます。
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：

2014 年 9 月 27 日（土） 11 時 30 分～17 時
2014 年 9 月 28 日（日） 11 時 30 分～16 時 30 分
アクロス福岡 メイン会場：シンフォニーホール、交流ギャラリー他
（所在地：福岡市中央区天神１丁目１番１号）
入場無料
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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
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：

福岡県、福岡市、福岡県金融広報委員会
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◆本件に関するお問合せ先

担 当

ＮＰＯ法人 日本ＦＰ協会
広報部広報課 金田・小野

ＴＥＬ
03-5403-9748

ＦＡＸ
03-5403-9795

E-mail
info＠jafp.or.jp

、CFP ○R 、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、米国外においては Financial
Planning Standards Board Ltd.（FPSB）の登録商標で、FPSB 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 協会が商標の使
用を認めています。
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
＜本部事務所＞〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス 5Ｆ TEL 03-5403-9700(代) FAX 03-5403-970１
＜大阪事務所＞〒530-0004 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 FAX 06-6344-8065

「上手な暮らしとおかね展」プログラム（入場無料）

講演会・トークショー

※予約優先

講演会
９月２７日（土）１３：００～１４：３０
「謀る力」
＜ゲスト＞松平 定知さん（京都造形芸術大学教授・元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー）
トークショー
９月２８日（日）１３：００～１４：３０
「私の人生」
＜ゲスト＞真矢みきさん（女優）

※トークショーへのご入場は、Web での事前予約者優先となっています。事前予約なく当日ご来場の場合、
満席時はご入場いただけないこともあります。

上手な暮らしセミナー

※予約不要

®

CFP 及び AFP 認定者（ファイナンシャル・プランナー）による、夢の実現や暮らしのヒントとなるセミナーを 2 日間
にわたり開催いたします。
＜9 月 27 日（土）＞
■12：00-12：45
「セカンドライフに備えて ～公的年金の上手な活用法」 ＜講 師＞菅野 美和子氏（ＣＦＰ®認定者）
近年、年金支給開始年齢の引き上げに伴い、定年後も働くという選択が増えていく中で、働き続けると
年金はどうなるの？年金額を増やす方法は？早くもらったほうが得？遅くもらった方が得？など、年金に
係る様々な疑問を解き明かし、セカンドライフのプランづくりに役立つ方法をご説明します。
■15：00～15：45
「アベノミクス効果とＮISA で始める賢い資産運用」 ＜講 師＞廣瀬 政光氏（AFP 認定者／税理士）
アベノミクス効果として、円高の是正と株価の上昇をもたらしたことは周知されていますが、本来アベノミクス
がめざすゴールは、日本社会をデフレから脱却させ、インフレ経済に構造変換させることです。インフレ
社会に打ち勝つ最適な行動が『貯蓄から投資』への移行です。本演題では近年話題に上っている NISA
（少額投資非課税制度）を使った賢い資産運用についてご説明します。
■16：00～16：45
「世界“年金”紀行」 ＜講 師＞前川 啓氏（ＣＦＰ®認定者）
本演題では、我が国の「年金事情」を各国の制度と比較して検討します。また、年金の発展や成立ちに
ついて、その歴史や人物等にも焦点を当てて、紀行文形式にてご紹介します。

＜9 月 28 日（日）＞
■12：00～12：45
「相続を身近に感じてみましょう～起きる前、起きてから～」 ＜講 師＞和田 悦子氏（ＣＦＰ®認定者）
本演題では、「相続」という誰にでも訪れるライフイベントに触れ、相続発生前から発生後までの一連の手続等、
相続のポイントについてお話します。
■14：45～15：30
「あなたは何故その保険を選んだか答えられますか？」 ＜講 師＞福田 昌也氏（ＣＦＰ®認定者）
本演題では、保険の見直しに触れ、生活者がどのように保険を選択すべきなのか、その核心に迫ります。
■15：45～16：30
「ファイナンシャル・プランナーは広く活用できますよ」 ＜講 師＞諸喜田 肇氏（ＣＦＰ®認定者）
近年、ファイナンシャル・プランナーという資格は、その役割など脚光を浴びていますが、ファイナンシャル・
プランナーが様々な分野の相談を受けることができることはあまり知られていません。そこで、本演題では
様々な相談事例を交え、ファイナンシャル・プランナーの活用方法をご説明します。

■会場へのアクセス
会場：アクロス福岡 メイン会場：シンフォニーホール、交流ギャラリー他
（所在地：福岡市中央区天神１丁目１番１号）

＜アクロス福岡へのアクセス＞
●西 鉄 「西鉄福岡（天神）駅」北口改札徒歩約 10 分
●地下鉄 空港線「天神駅」東改札【アクロス福岡地下 2 階】または【16 番出口】徒歩約 3 分
七隈線「天神南駅」天神地下街方面改札【5 番出口】徒歩約 6 分
●バ ス 西鉄バス「市役所北口」バス停徒歩 0 分、「天神 4 丁目」バス停徒歩約 3 分、
「中央郵便局前」バス停徒歩約 5 分

お手数ですが諸準備の都合上、取材をご希望の際は下記ご記入のうえ、
本紙を９月２５日（木）までにご返信くださいますようお願い申し上げます。

２０１４年「上手な暮らしとおかね展」
取材ご希望FAX返信状

ＦＡＸ：03-5572-6065
日本 FP 協会 PR 事務局（㈱イニシャル内）
担当：馬屋原、山口、中谷、牧野 行
貴社名：

貴紙・誌名：

／御部署名：

御芳名：

御連絡先：

御取材希望日：

□ ９月２７日（土）

□ ９月２８日（日）

当日撮影の御希望：

□希望する

□希望しない

御取材当日のカメラの種類：

□スチール

□ムービー

その他御連絡事項：

※松平定知氏及び真矢みき氏の御取材につきましては、条件がございます。
詳細につきましては、日本 FP 協会広報部広報課（03-5403-9748）までお問い合わせください。

