
2015 年 8 月 24 日

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、

2015年10月3日（土）・4日（日）の2日間、東京国際フォーラムにて、生活者の方を対象とした「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、プロスキーヤー三浦雄一郎さんの三浦流「攻める健康法」の講演や明治大学文学部教授の齋藤孝

さんのコミュニケーション力についての講演会をはじめとして、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。講演会のみ、事前予約者が優先で当日は先着順です。

その他にも、柳家花ん謝さんのミニ落語会、江戸古地図展、健康チェックなど、家族で楽しめる企画もご用意しています。

開催概要は以下の通りです。詳細は、別紙のチラシをご覧ください。
名 称 ： FP フェア 2015 「上手な暮らしとおかね展」 （入場無料） http://www.jafp.or.jp/kurashi_okane/
開 催 日 ： 2015 年 10 月 3 日（土） 12 時 00 分～17 時 00 分、4 日（日） 11 時 00 分～16 時 30 分

会 場 ： 東京国際フォーラム メイン会場：ホール B７ （所在地：東京都千代田丸の内 3 丁目 5 番 1 号）
主 催 ： 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
後 援 ： 金融庁、消費者庁、金融広報中央委員会
講演参加予約 ： 講演会事前予約 専用サイト http://www.jafp.or.jp/kurashi_okane/

CFP®認定者（ファイナンシャル・プランナー）とは・・・
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、年金などの知識を備え、個人の夢や目標がかなうようにサポートする
専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。その中でも CFP®認定者は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24 カ国・
地域（2015年8月現在）で導入されている「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」である CFP®資格を取得している者のことをいいます。

◆本件取材に関する報道関係の方のお問合せ先

担 当 日本ＦＰ協会

広報部広報課 金田・田和

ＴＥＬ ＦＡＸ E-mail 

03-5403-9739 03-5403-9795 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

News Release

【講演会】１３：００～１４：３０
～夢諦めず、夢高く、夢いつか頂へ～ 80歳のエベレスト挑戦
三浦雄一郎さん（プロスキーヤー・クラーク記念国際高等学校校長）

【上手な暮らしセミナー】
・１２：１０～１２：５５

変わる介護保険 ～負担が増える人、減る人～ （CFP®認定者 山田静江さん）
・１６：１５～１７：００

何から？いつ始める？～相続後が変わるHappy相続への道 （CFP®認定者 福島えみ子さん）

＜10月3日（土）開催概要＞

【講演会】１２：００～１３：３０
「うまくいく人」のコミュニケーション力
齋藤孝さん（明治大学文学部教授）

【上手な暮らしセミナー】
・１１：１０～１１：５５

NISA＆ジュニアNISAで始める家族の資産形成 （CFP®認定者 平澤朋樹さん）
・１５：４５～１６：３０

なるほどスッキリ！知らなかった消費税のあれこれ（CFP®認定者 本間慶喜さん）

＜10月４日（日）開催概要＞

講演会 プロスキーヤー 三浦雄一郎さん

講演会 明治大学文学部教授 齋藤孝さん

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
～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2015 上手な暮らしとおかね展」（入場無料）開催！

開催日：１０月３日（土）・４日（日） 会場：東京国際フォーラム



youtodesign.com

●上手な暮らしセミナー

写真提供：草思社

知っておきたい暮らしとおかねの知識

おかねと豊かなくらしのためのヒントがいっぱい！
●企業・団体 展示コーナー

●古地図で見る
　江戸の暮らしとおかね展
●柳家花ん謝 ミニ落語会

～夢諦めず、夢高く、夢いつか頂へ～
80歳のエベレスト挑戦
～夢諦めず、夢高く、夢いつか頂へ～
80歳のエベレスト挑戦

「うまくいく人」の
コミュニケーション力
「うまくいく人」の
コミュニケーション力

江戸の暮らしをのぞいてみよう！

講演会

10月3日（土）
講演会

10月4日（日）

江戸の古地図を展示し、庶民生活を落語で上演します。

会 場

ひとりひとりの夢をかたちに

日本FP協会は、皆様のライフプランの実現を支援し、ファイナンシャル・プランナーの育成・組織化をはかる特定非営利活動法人（NPO法人）です。  

主催：NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　　後援：金融庁、消費者庁、金融広報中央委員会

東京都千代田区丸の内3-5-1東京都千代田区丸の内3-5-1東京国際フォーラム東京国際フォーラム

入場
無料

人生を賢く生きるための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ファイナンシャル・プランニングの総合情報展

10月3日（土）
12：00～17：00 11：00～16：30

2015年 4日（日）10月3日（土）
12：00～17：00 11：00～16：30

2015年 4日（日）・・

三浦 雄一郎さん
プロス

キーヤー、クラーク記念国際高等学校校長 齋藤 孝さん
明治大学文学部教授

※講演会のご入場はWebでの事前予約者優先です。当日は先着順となり、満席の場合はご入場をお断りすることがあります。
※未就学児の講演会への入場はできません。託児サービスはありません。

暮らしとおかね展講演会のご予約はwebで 予約受付期間：8月27日（木）～9月14日（月）

2015
FPフェア



10/3（土）・4（日）両日

10/3（土） 10/4（日）
講演会 講演会

12：10～12：55

13：00～14：30 12：00～13：30

柳家花ん謝 ミニ落語会

～夢諦めず、夢高く、夢いつか頂へ～
80歳のエベレスト挑戦

「うまくいく人」の
コミュニケーション力

江戸切絵図と現代図を対比して金融や
江戸の暮らしをテーマに解説いたします。
散歩コースもご紹介！

(50音順)

2015.08

古地図で見る
江戸の暮らしとおかね展 カンタンな測定で健康度をチェック！

例：○血管年齢　 ○肌年齢　○ストレス度
　 ○血管循環　 ○脳年齢

健康チェックコーナー

豊かな暮らしを提供する企業・団体が出展いたします。企業・団体 展示コーナー

何から？いつ始める？
～相続後が変わるHappy相続への道

百貨店友の会で豊かなライフプランを！

講師：福島 えみ子 氏（CFP®認定者）

変わる介護保険
～負担が増える人、減る人～
講師：山田 静江 氏（CFP®認定者）

介護保険は今年、大きな改正がありました。収入や預金等の額により負担の度合い
が変わります。自分や親は負担が増えるのか？減るのか？本セミナーで確認してみま
せんか。

16：15～17：00

15：30～16：00

平成27年相続税改正で、今まで相続税とは無縁のご家庭でも対策が必要な場合も出て
きています。相続対策は「その気になればいつでもできる」と思いがちですが、「もっと早く
しておけばよかった」とおっしゃる方が多く、早め早めの対策が鍵です。家族が安心できる
相続のための具体的な方法についてお話いたします。

「百貨店友の会」は、毎月一定額を積み立てると、満期時にボーナスをプラスした買物
カードや、様々な優待サービスが受けられる仕組みです。充実した豊かなライフプランを
実現する「百貨店友の会」についてわかりやすくご説明いたします。楽しいクイズも予定
していますのでぜひご参加ください。

全国労働者共済生活協同組合連合会

ときわ総合サービス株式会社

14：45～15：153（土）
13：30～14：004（日）

三浦 雄一郎さん
プロスキーヤー、クラーク記念国際高等学校校長

http://www.jafp.or.jp/kurashi_okane/
当日は先着順となり、満席の場合はご入場をお断りすることがあります。

講演会のご入場はWebでの事前予約者優先です。

10/3（土）
4（日）

12：00～17：00
11：00～16：30

ホールB7
東京国際フォーラム

11：10～11：55

なるほどスッキリ！
知らなかった消費税のあれこれ
講師：本間 慶喜 氏（CFP®認定者）

NISA＆ジュニアNISAで始める
家族の資産形成
講師：平澤 朋樹 氏（CFP®認定者）

将来に大きな不安を抱える中で、経済環境が大きく変わりつつある今、インフレや老後に
備え、しっかりと資産形成に取り組むことが豊かな将来を築くポイントです。NISAを活用
して家計に長期投資を取り入れ、貯蓄と資産運用のバランスを踏まえて、上手に貯め、
ふやし、使っていくヒントをお話しします。

15：45～16：30

老若男女、所得の有無を問わずほぼすべての国民が関わる税が消費税です。ところがこの
消費税について意外と知らないことがあるように思われます。このセミナーでは消費税の
基本的な仕組み、国税と地方税、他国との税率の比較、課税対象などについて、住宅の
購入や駐車場の賃料など身近な事例を交えて解説したいと思います。

齋藤 孝さん
明治大学文学部教授

写真提供：草思社

不整脈、骨折など様々なハンディを乗り越え挑んだ80歳エベレスト登頂。
夢の力と三浦流「攻める健康法」を語ります。

豊かな会話、クリエイティブな議論など、強く生き抜くために必要な、
いきいきとしたコミュニケーションの、具体的な方法をお伝えします。

「読む」から「使う」新聞へ 日経電子版の活用法

14：15～14：45

日経電子版は、新聞のクオリティとWebのスピードを融合した新しい報道メディアです。
日本経済新聞朝刊・夕刊の記事に加え、電子版オリジナルのコンテンツを豊富に収録して
います。PCだけでなくスマホ・タブレットで活用するための方法をご紹介いたします。

家計の教育費負担の実態と「国の教育ローン」

15：00～15：30

創設以来、延べ500万件以上の利用実績がある日本政策金融公庫の「国の教育ローン」。
制度概要のほか、最近の制度拡充のポイントや家計の教育費負担の実態などについても、
公庫担当者が詳しく解説いたします。

上手な暮らしとおかね展

日本政策金融公庫

日経メディアマーケティング

日本百貨店協会

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 Standard 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。

検 索検 索暮らしとおかね展

上手な暮らしセミナー
上手な暮らしセミナー

江戸の古地図を展示し、庶民生活を落語で上演。 上手な暮らしは健康から。

お問い合わせ先：FPフェア2015事務局 TEL：03-5765-2880（受付時間：平日10:00～17:30）   FAX：03-5765-2884　E-mail:fp2015@event-convention.com


