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後援 /金融庁・消費者庁・静岡県・静岡市
CFP®、CERT IF IED  F INANC IAL  PLANNER®、およびサーティファイドファイナンシャルプラン
ナー®は、米国外においてはFinanc i a l  P l ann i ng  S t anda rds  Boa rd  L td（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。・AFP、AFF IL IATED F INANC IAL  PLANNERおよびアフィリエイテッド 
ファイナンシャル プランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。

・お客様からいただいた個人情報は、応募いただいたFPフォーラムに関する通知にのみ使用し、FPフォーラム終了後はすべて削除いたします。よって、他の目的（新型コロナウイルス感染症に関する公的機関からの要請を除
く）で使用すること、あるいは第三者に対して情報を提供することや開示することもありません。・日本FP協会はファイナンシャル・プランナーの育成を通して社会全体の利益の増進に寄与することを目的としたNPO法人です。
金融商品の販売や勧誘等はありません。・開催地区にて自然災害（台風・暴風雨など）が発生し、開催時間の3時間前に波浪をのぞく各種警報が発令又は解除されない場合には中止となります。また、開催直前に警報が発令
された場合も中止となりますので予めご了承ください。開催有無等、当日ご不明な点がございましたら当日緊急連絡先までお問合せください。

11 13月 土
時間 10:00～15:30
会場 レイアップ
御幸町ビル 5階
静岡県静岡市葵区御幸町１１－８

FPフォーラム in静岡

注意事項：お申込み時に希望時間・相談内容等をご記入いただきます。

会場：5階 5-B定員：各回 4組無料相談会 ※事前予約制 ①11:00~11:50（50 分間）　②14:30~15:20（50 分間）

FP  日の

来場者プレゼント
くらしとお金のワークブック
～FP と考える生活設計～

®

くらし

相談会

お金と の

＆
ライフプランセミナー

ファイナンシャル・プランナーに聞こう！お金のこと、暮らしのこと

詳しくは裏面へ

10:00 ～16:00
（土・日・祝日除く） 054 -275-2205TEL.
〒420-0857 静岡市葵区御幸町 11-10 第一生命静岡鉄道ビルディング 7 階
FAX:054-275-2206　E-mail:shizuoka_bb@jafp.or.jp

お問い合わせ

  https://www.jafp.or.jp/shibu/shizuoka/ 日本ＦＰ協会静岡支部

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画
を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイ
ナンシャル・プランニング」といい、家計にかかわる
金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金
制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識
を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考
え、サポートする専門家が FP です。

FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？

スマホからの
お申し込み

当日緊急連絡先 TEL：080-5972-3356

11月 第 1土曜日は FPの日®人生10 0年の家計戦 略

申込み締切
11/10（水）

参加無料

事前予約制

ファイナンシャル・
プランナーに
相談できる！



レイアップ御幸町ビル 5 階

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイドファイナンシャルプランナー®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。・AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNERおよびアフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。

感染拡大予防の観点により、急遽講師の変更や中止となる場合があります。中止の場合には、支部ホームページで告知しますので、ご確認ください。

112021年 13月 土
参加無料

事前予約制

FPフォーラム in静岡
FPの日®

１.次の方は参加できません。①参加当日の体温が 37.5℃以上②息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ、咳・咽頭痛など新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある③新型コロナウイルス感染症陽性とされた
人との濃厚接触④過去 14日以内に入国制限・入国後観察期間を必要とされている国・地域への渡航、当該在住者との濃厚接触２．いただいた個人情報は、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に公的機関
へ提供する場合があります。なお、イベント終了後 2週間を目途に破棄いたします。３．マスクを着用してください。４．咳エチケット、手洗い、消毒、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。

後援 /金融庁・消費者庁・静岡県・静岡市

～ゲームでお金の使い方について考えよう～

小学校高学年向け
金銭教育セミナー

10:00 ～ 11:30
定員：25組

講師：安藤絵理
ファイナンシャル・プランナー（CFP ®認定者）

氏

ＦＰとして、多数の個人相談を受ける他、自治体や企業のセミ
ナー講師、金融機関の研修講師、執筆活動など幅広く活動してい
ます。

はじめての NISA
基本＆活用法

講師：渡邉季里
ファイナンシャル・プランナー（CFP ®認定者）

氏

資産運用、家計の見直し、相続などのマネーコンサルティングを
中心に業務を行っています。相談業務では常にご相談者側に
立ったコンサルティングを心掛けています。

メインセミナー①

13:00 ～ 14:30 定員：50名メインセミナー②

054-275-2205TEL.

〒420-0857 静岡市葵区御幸町 11-10 第一生命静岡鉄道ビルディング 7 階

時間 会場10:00 ～15:30

セミナー＆相談会

小学4~6年生と保護者対象

※内容的には高学年向けなので低学年の児童には難しい内容となります。
　低学年の児童など同行者がいらっしゃる場合には、お申込みの際に参加者全員の氏名・連絡先を
　記載頂きますことをご了承ください。※コロナ禍の為保護者の参加は各家庭1名でお願いします。

E-mail:shizuoka_bb@jafp.or.jp

QR コードを読み込みホームページに
アクセス。必要事項を入力して
お申し込みください。

日本ＦＰ協会静岡支部ホームページ申込フォームから

日本ＦＰ協会静岡支部

年金の繰下げはお得！？
夫の場合・妻の場合
～～～令和４年４月から
変わる仕組み

ファイナンシャル・プランナー（CFP ®認定者）
講師：久米啓子氏

掛川市在住。企業の労務管理、年金相談員を継続
しつつ、お金に関する知識を広めるためのセミ
ナーや家計相談などFPとして活動中。生涯勉強、
生涯現役が目標です。

after コロナ

ファイナンシャル・プランナー（AFP 認定者）
講師：馬渡初代氏

笑いが絶えない終活セミナーや介護コラムも執筆
中。女性のお金の不安を解決するライフスタイル
講座も大人気。生活密着型のファイナンシャル・
プランナーです。 

これだけは知っておきたい！
ライフプランとマネープラン
人生100 年時代の
生き方とお金を考える

ファイナンシャル・プランナー（AFP 認定者）
講師：吉川由香氏

長年、国の機関で、多重債務相談、家計管理支援、その
他お金に関するお困りごと相談に応じてきました。
現在は、幼稚園 PTA からご高齢の方々まで、ご要望に
応じて様々なテーマで幅広く講演を行っています。

医療と介護の実態
エンディングノートの活用方法

10:00 ～11:00 13:00 ～14:00 14:30 ～15:30ミニセミナー① ミニセミナー② ミニセミナー③

①11:00~11:50（50 分間）　②14:30~15:20（50 分間）

注意事項：お申込み時に希望時間・相談内容等をご記入いただきます。

無料相談会 ※事前予約制 会場：5階 5-B定員：各回 4組

「マイホームの購入で借りた住宅ローンの見直しをしたい」「老後が心配で年金額やいくら貯めたら良いかを知りたい」「確定拠出年金の運用方法を知
りたい」など FP が一人ひとりのくらしとお金の相談に応えます。ご相談のテーマは、資産運用、生命保険、損害保険、住宅ローン、社会保障（老齢年金、
介護、健康保険など）、相続、家計などお金に関することならなんでも OK！

～今を生きるための終活～

定員：30名 定員：30名 定員：30名

スマホからのお申し込み PC からのお申し込み お問い合わせ

10:00 ～16:00（土・日・祝日除く）

レイアップ御幸町ビル
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お金に関する正しい知識をファイナンシャル・プランナーがお話します！

経験豊富なファイナンシャル・プランナーがご相談にお答えします！


