ＦＰの日® 埼玉ＦＰフォーラム2022
個別相談体験会

おこづかいゲーム

人生100年の家計戦略

金銭教育セミナー

ちょこっと相談

ら
日時

2022

29土

10//

申込締切

10/２３日

会場

13：00～16：30（受付開始 12：30）

ＪＡ共済埼玉ビル ３階会議室
埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２
東武アーバンパークライン
北大宮駅

国道

R高崎線

J

大宮
公園

号線

17

大宮駅

大栄橋

旧中山道

ファミリー
マート

東口

JA共済
埼玉ビル

スクランブル交差点

感染対策には十分配慮した
運営を行います。

●JR
「大宮駅」
東口より徒歩13分
●東武アーバンパークライン
（東武野田線）
「北大宮駅」
徒歩5分
※駐車場（有料）
は限りがあり
ますので、なるべく公共交通
機関をご利用ください。

定員
会場/各回25名
〈先着順〉 オンライン/各回100名

事前予約が
時間 各回60分 必要です

「人生100年時代の年金の賢い受取り方」
～これからの働き方と老後のライフプランを考える～

2 「おひとりさまのライフプラン」
～シングルの生活設計をさまざまなケースから学ぶ～

・iDeCo」
3 「30代からはじめるNISA
～長期運用でお金にも働いてもらおう～

個別相談体験会
定員〈先着順〉 各回12組

時間 各60分

事前予約が
必要です

くらしとお金に関して、皆さん
にとって関心のあること、また
不安に感じていることなどを
気軽に相談できる個別相談会
を開催しています。

NPO法人

くらしとお金の
ワークブック

親子で体験！ おこづかいゲーム

事前予約が
必要です

定員〈先着順〉 各回親子16組

おこづかいゲームとは、すごろくゲームを楽しみながら、お
こづかい帳をつけていくゲームです。お子さまにお金の使い
方や大切さを楽しく学んでもらうことができる金銭教育です。

保護者向け 金銭教育セミナー
事前予約が
子どもに伝えよう！お金と夢
必要です
定員〈先着順〉 各回15名

ま向 けに
小さなお 子さ
ます！
あ
紙 芝 居も り

おこづかいのあげ方やお年玉の管理など、お子さまのお金
と夢について講師と参加者みんなで考えるセミナーです。

ちょこっと相談
受付時間 13：00～16：00

ＣFP®は、米国においては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。

お問い合わせ

ご来場の
皆様に
プレゼント！

※運営スタッフもマスクを着用します。※イベントが中止される場合は日本FP協会
埼玉支部のホームページでご案内しますので、当日必ずご確認ください。

セミナー（オンライン同時配信）

1

参加
無料

日本ＦＰ協会認定のファイナンシャル・プランナーである
ＣＦＰ®・ＡＦＰ認定者がセミナーを通じてわかりやすく
生活者の方々の悩みや疑問にお答えします。
また、
個別相談も体験できます。

予約不要

相談時間 15分まで

日頃から、
くらしとお金に関するちょこっと気になることを、
ファイ
ナンシャルプランナーに相談できるコーナーです。お気軽にお立
ち寄りください。

FM NACK5にて告知ＣＭ放送中

埼玉支部 Tel.048-650-2667（平日10：00～15：30）

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階
■HP：https://www.jafp.or.jp/shibu/saitama/ ■E-mail：saitama_bb@jafp.or.jp

日本FP協会 埼玉支部
日本FP協会 埼玉支部

主催：NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 埼玉支部
後援：金融庁、消費者庁、埼玉県、
さいたま市、埼玉県金融広報委員会、埼玉県教育委員会、
さいたま市教育委員会、
さいたま商工会議所、FM NACK5、
テレ玉

参加ご希望の方は、支部ホームページまたは右記二次元コードからお申込みください。

二次元コードからの
お申し込みは
こちら⬇⬇⬇

ご注意 セミナーと個別相談の両方のお申込みの方は、ご希望時間の重複がないようにお気をつけください。

セミナー

定員〈先着順〉 会場/各回25名

オンライン/各回100名

時間

各60分

事前予約が
必要です

「ＦＰ
（ファイナンシャル・プランナー）」
によるセミナー

セミナー
（オンライン同時配信） 事前登録制（開催日までに視聴用URLをメールにてお知らせいたします）

「 人生100年時代の

年金の賢い受取り方 」

～これからの働き方と老後のライフプランを考える～

会場
オンライン

□13：00～14：00
□14：15～15：15
□13：00～14：00

2022年4月から公的年金の受給開始年齢が
75歳まで選べるようになり、また65歳以降
も働き続けた場合の年金の計算方法なども
変更されました。おもな変更点を解説すると
ともに、老後の生活設計にあわせた年金の受
取り方と働き方を考えます。

オンラインセミナー
参加のご注意！

「 おひとりさまの
ライフプラン

「 30代からはじめる

」

NISA・iDeCo

□14：15～15：15
□15：30～16：30
□14：15～15：15

会場
オンライン

」

～長期運用でお金にも働いてもらおう～

～シングルの生活設計をさまざまなケースから学ぶ～

会場
オンライン

生き方の多様化が進み、未婚者の比率が40
代前半では男性32.2％、女性21.3％
（2020
年）
と上昇傾向にあります。またひとり親世帯
も140万世帯を超えています。老後の暮ら
し、住宅の問題など、具体的な事例を挙げて
おひとりさまのライフプランを考えます。

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

人生100年時代においては公的年金以外に
自助による資産形成が重要になってきます。
その手段として考えたいのが税制優遇のあ
るNISAとiDeCo。その仕組みや活用方法、
メリット・デメリット、長期運用の効果などを基
礎からご説明します。

各種設備の不具合により、以下のリスクが発生する可能性がありますので、ご注意ください。
1通信遮切れ、遅れ等が発生する場合があること 2通信トラブルによりご視聴等頂けない場合があること

個別相談体験会

定員〈先着順〉 各回12組

時間

各60分（アンケート記入時間含む）

体験してみよう！
「ＦＰ
（ファイナンシャル・プランナー）」
による個別相談

事前予約が
必要です

（アンケート記入時間含
個別相談を受ける際には、
事前に相談内容を整理したメモや詳細な関係資料をお持ちいただくと、
６０分間
む）
の相談時間内でより具体的なアドバイスができる場合があります。申し込みの際は、
具体的なご相談内容をご記入ください。
開催
時間

①13:00～14:00
②14:15～15:15
③15:30～16:30

資産運用

保険の見直し

住宅ローン・資金

相続対策・贈与

ライフプラン

老後の生活設計

教育資金

家計収支

おこづかいゲーム

親子で体験！おこづかいゲーム

定員〈先着順〉 各回親子16組

事前予約が
必要です

楽しくお金の使い方や金銭感覚が身につく

楽しくお金の使い方や金銭感覚が身につく、体験型のすごろくゲームです。
※お子さまは小学生を対象としています。
開催時間 ①13:00～14:00 ②15:30～16:30
原則として保護者の方がお付き添いください。

保護者向け 金銭教育セミナー

子どもに伝えよう！
お金と夢

定員〈先着順〉 各回15名

事前予約が
必要です

おこづかいのあげ方やお年玉の管理など、お子さまのお金と夢について講師と参加者みんなで考えるセミナーです。
開催時間

①13:00～13:40

②14:15～14:55

小さなお子さま向けに紙芝居もあります！

参加される
皆様へのお願い

※お越しの際には必ずマスクの着用をお願いします。体調の悪い方は参加をご遠慮ください。
※次の方はご参加できません。

①参加当日の体温が37.5℃以上または平熱より１℃以上高い。
②息苦しさ
（呼吸困難）、強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛他、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。

※ご参加の皆様からいただきました個人情報は、ご応募いただいたフォーラムのみに使用し、フォーラム終了後2週間を目途に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・第三者に対して提供すること・開示することはありません。
※国（厚生労働省）の接触確認アプリ
「ＣＯＣＯＡ」
や
「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」
などの通知システムのご利用の徹底にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染防止対策のため、出来るだけ少人数でお越しください。

