
日頃のお金に関する悩みを
ファイナンシャル・プランナー（FP）と
一緒に解決しませんか？

日頃のお金に関する悩みを
ファイナンシャル・プランナー（FP）と
一緒に解決しませんか？

ふくい
FPフォーラム
ふくい
FPフォーラム

ふくいFPフォーラム in 武生・敦賀　スケジュール

13：30～14：10

14：25～15：05

開催会場

〈テーマ〉
「保険・共済」加入チャネルごとの特徴 定員30名

〈テーマ〉
「火災保険」受取額にこんな差が！ 定員30名

15：20～16：00
〈テーマ〉
「自動車保険」ってどう使うの？ 定員30名

16：15～16：55
〈テーマ〉
加入前に知って欲しい「生命保険」の基本 定員30名

1相談
30分以内

個別無料
相談会

同時開催

参加
無料

13：30
▼

17：00
（受付13：00～）

【武生会場】【武生会場】

【敦賀会場】【敦賀会場】 プ ラ ザ 萬 象プ ラ ザ 萬 象
1階 第1・第3会議室（敦賀市東洋町１－１）1階 第1・第3会議室（敦賀市東洋町１－１）

武生商工会館武生商工会館
3階 A～D会議室（越前市塚町１０１）3階 A～D会議室（越前市塚町１０１）

セミナー 1

個別無料相談会開催 13:30～ 将来のライフプランやくらしの中でのお金に関するお悩みを相談したい方は、ぜひ無料相談会に参加
してみて下さい。幅広いジャンルにて、ファイナンシャル・プランナーが丁寧にご説明いたします。

〈テーマ〉
「保険・共済」加入チャネルごとの特徴

講師／冨田 早苗 氏　CFP®

セミナー 2
〈テーマ〉
「火災保険」受取額にこんな差が！

セミナー 3
〈テーマ〉
「自動車保険」ってどう使うの？

どこから？誰から？多様化する保険の販売。
チャネルごとの特徴を、メリットデメリットに分
けて解説します。

宅地建物取引士、相続診
断士。結婚、出産を機に福
井へ。自身の体験を活かし生
活者目線で分かりやすく、安
心を届けるコンサルティングを
展開。

多発する災害、火災保険は加入のしかたで受
取額に大きな差がでます。加入時の注意点を
ズバリ解説します。

事故や故障の強い味方自動車保険、でもどう
使うか知ってますか？保険の中身を詳しく解
説します。

保険営業を 13 年経験し独
立。現在、FP事務所代表と
して、ライフプラン・住宅購入・
生命保険などの個別相談を
受けている。

後援／越前市・敦賀市・福井新聞社後援／越前市・敦賀市・福井新聞社

武生
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と み た 　　さ な え

講師／福田 智司 氏　AFP

講師
冨田 早苗 氏　CFP®
講師
福田 智司 氏　AFP
講師
水上 大哉 氏　CFP®
講師
鈴木 之仁 氏　AFP

ふ く だ 　　とも じ

講師／水上 大哉 氏　CFP®
東京での証券会社勤務の
のち、福井へ戻り保険代理
店を開業。2001年からＦＰ事
務所を併設。

ＳＥ、外資系保険会社を経
て、総合乗合代理店へ。ＦＰ
の視点から、家計改善を中心
にコンサルティングを行う。

みずか み 　 とも や

講師／鈴木 之仁 氏　AFP
す ず き　 ゆ き ひ と

セミナー 4
〈テーマ〉
加入前に知って欲しい「生命保険」の基本

公的な年金制度や保障額の設定法、生命保
険加入前の事前準備について解説します。

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）の登録商標です。

13：30～14：10 14：25～15：05 15：20～16：00 16：15～16：55

〈1相談30分以内〉

6/246/24 土
6/256/25 日

プ ラ ザ 萬 象 1階 第1・第3会議室（敦賀市東洋町１－１）

武生商工会館 3階 A～D会議室（越前市塚町１０１）6/24 土
6/25 日

◉テーマは「FPの視点で語る保険アラカルト」 無料のセミナー、FP相談を体験してみて下さい。



 福井支部
076-232-2146
0120-874-266

FAX番号をお確かめの上送信してください

お申込みはお電話でも承っております

[mail] fukui_bb@jafp.or.jp

[HP] www.jafp.or.jp/shibu/fukui/

ふくいFPフォーラム 申込用紙

お名前

性　別

申込日 区　分

年　代

FAX番号

年　　　月　　　日

申込人数　　　　　　　　　　人

□ 初めて　　□ 参加したことがある

□ 男　　　□ 女
□ 50代　　　□ 60代　　□ 70代以上
□ 20代未満　□ 20代　　□ 30代　　□ 40代

□ 福井市　  □ 越前市　  □ 鯖江市　  □ 越前町　  □ 池田町　  □ 南越前町  □ 敦賀市

□ 美浜町　  □ 若狭町　  □ 小浜市　  □ 高浜町　  □ おおい町  □ あわら市  □ 坂井市

□ 永平寺町  □ 勝山市　  □ 大野市　  □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　）　　ー （　　　　　）　　ー

お住まいの
地域

ご連絡先

セミナー

個別
相談会
13：30～

参加ご希望の
会場と
セミナーに
チェックを
お願いします。

参加ご希望会場

（ご一緒に参加される人数も含めてご記入下さい）

参加ご希望
セミナー

今回のセミナー内容に限らず、幅広い内容のご相談に対応させていただきます。
相談したい内容、希望時間帯に、チェックをお願いします。

□「保険・共済」加入チャネルごとの特徴 13：30～14：10

□「火災保険」受取額にこんな差が！ 14：25～15：05

□「自動車保険」ってどう使うの？ 15：20～16：00

□加入前に知って欲しい「生命保険」の基本 16：15～16：55

□　武生会場　　　□　敦賀会場

※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全て削除いたします。
　よって、他の目的で使用すること、あるいは第三者に対して情報提供することや開示することもありません。

□生命保険・損害保険
□相続・贈与

□公的年金・介護
□資産運用 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□不動産
□家計・ライフプラン

ふりがな

相談内容

□13：30～ □14：00～ □14：30～
□15：30～ □16：00～ □16：30～

□15：00～希望時間

〒918-8205  福井県福井市北四ツ居1-32-2

（受付時間）
平日10：00～17：00

ご参加には事前予約が必要です。参加ご希望の場合は、
お名前・ご住所・ご連絡先などをご記入のうえ、下記までご連絡下さい。（6月20日㈫締切）

武生
敦賀

in


