
知るぽるとの“ぽると”は、「港」「入口」の意味。
おかねの情報が集まる「港」として、おかねの知識への身近な「入口」として、

活動の進化をはかる委員会の愛称です。

福島県金融広報委員会
960-8614　福島市本町6-24　日本銀行福島支店総務課内

TEL 024-521-6355　FAX 024-526-2026
https://www3.boj.or.jp/fukushima/kinkoui.htm

くらしに身近な金融の話を
聞いてみませんか！

学校で金融・金銭教育の
研究をしてみませんか！

２０２2年5月



福島県金融広報委員会とは

　これからの時代、ゆとりあるくらしのためには、

的確な情報選択や生活設計への自主的な取り組みが、ますます大切になります。

　そこで必要なのが、身近でわかりやすい金融情報や知識。

わたしたち「福島県金融広報委員会」（事務局：日本銀行福島支店内）は、

福島県、福島財務事務所、関係団体および日本銀行福島支店と協力し、

さまざまな“くらしに身近なおかねの情報”を中立・公正な立場から提供しています。

福島県銀行協会、福島県信用金庫協会、生命保険協会福島県協会、福島県証券業協会、福島県信用組

合協会、農林中央金庫福島支店、福島県信用漁業協同組合連合会、商工組合中央金庫福島支店、ゆう

ちょ銀行福島店、福島大学、福島県教育委員会、福島県農林水産部、福島県市長会、福島県町村会、日

本放送協会福島放送局、福島民報社、福島民友新聞社、福島県公民館連絡協議会、福島県婦人団体連

合会、福島県生活環境部など

（事務局　日本銀行情報サービス局内）
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福島県
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お金の情報を
提供します！

くらしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト

金融広報中央委員会
（事務局 日本銀行情報サービス局内）

幼稚園児や小学生向けのページです。
クイズやアニメでお金に関する情報を学べます。

夢や目標への道のりを
「見える化」してみませんか？

リスクとリターンを知って、
賢くお金と付き合おう！　

「知るぽると」の活動のご案内や、
アニメ、電子教材を掲載中！

一部の刊行物は、ホームページ上で閲覧できる
ほか、ご請求いただくこともできます。

キッズページ 刊行物のご案内

生活設計診断 資産形成 知るぽるとチャンネル



金融広報アドバイザーが各地に出向いて講演などを行います！（派遣費用は無料）

日銀支店長が訪問します！出前経済講座（派遣費用は無料）

「専門家からじかに情報を手に入れたい」、「特定のテーマについて深く知りたい」という
声におこたえして、講師、パネリスト、助言者として金融広報アドバイザーを派遣しています。

　　経済のしくみや最近の金融経済の動き、日銀の役割などについて、
学生や一般向けに無料で経済講座を実施しています。

福島県金融広報委員会会長を務める日本銀行福島支店長が
金融経済についてわかりやすく解説します。

○ 内　　容　経済のしくみ、金融経済の動き、日本銀行の役割など　　　　　　　　
○ 講　　師　日本銀行福島支店長　（福島県金融広報委員会会長）
○ 対　　象　小・中・高・大学生、保護者、先生、一般の方　
　　　　　　（原則として20名以上の申し込みでお願いします）

●金融広報アドバイザーは、「くらしに役立つ金融情報を、中立・公正な立場から広めていこう」という

　活動目的・社会的意義に賛同して活動しているボランティアの方々です。

●テーマを組み合わせることもできますのでお気軽にご相談ください。

主なテーマ事例

児童～学生向け
○お買い物すごろくゲームで学ぶお金の使い方

○ももの街ゲーム（小学生向け）
　～SDGsや働くことの意義について学ぼう～

○目に見えないお金（キャッシュレス決済等）に
ついて考えよう

○消費者トラブル防止について
　～インターネット・SNSや、ネットゲームの留意点～

○税金ってなに？

○ライフプランを立ててみよう（中学生以上）

○ローン・クレジットカードのしくみ

○18歳までに学ぶ契約の知恵

○若者を狙う悪質商法

○これであなたもひとり立ち
　～ひとり暮らしの生活費・給与明細の見方など～

○初心者向け資産運用と金融商品の基礎知識

○人生100年時代の資産形成

一般～高齢者向け
○ライフプランの実現に向けて
　（教育資金、住宅資金など）

○こどもとお金 ～わが家の金銭教育～

○資産形成・資産運用について
   ～金融商品について学ぼう～

○経済情勢と私たちの暮らし

○暮らしの中の税

○暮らしの中の法律

○消費者トラブルに遭わないために

○相続と遺言

○終活とは?

○成年後見制度

○家族信託について

○キャッシュレス決済について

○SDGsと私たち消費者

○老後のお金と生活の知恵

○備えるべきリスクと社会保障制度
　（保険、年金など）



江崎 健太 えさき  けんた （郡山市）

弁護士

得意分野

金融トラブルにも負けず、安心して暮らせることを目指して、
法律知識を一緒に学びましょう。

相続・家族問題、債務整理、金融
トラブル、その他の法的問題全般

柳沼 広美 やぎぬま  ひろみ （いわき市）

二級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャル・プランナー（AFP）
元市教育委員会事務局教育部長
元市消費生活センター所長

得意分野

インターネットを切り離した生活は考えられません。
危険と便利さを、一緒に考えていきましょう。

消費者トラブル（特にインターネッ
ト関係）、金融教育、消費者生活

宍戸 美香 ししど  みか （郡山市）

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）
住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士
家族信託コーディネーター
DCプランナー（企業年金総合プランナー）2級

得意分野 家計管理、金銭教育、
ライフプランニング、
資金計画（教育・住宅）、終活

一人一人がそれぞれに思い描く人生設計（幸せと豊かさ）が
実現できるよう、一緒に学んでいきましょう。

高橋 直也 たかはし  なおや（いわき市）

弁護士

得意分野 法律問題全般

身近なところに潜む法的な問題について、
一緒に考えていきましょう。

金融広報アドバイザーのプロフィール

○ 内　　容　経済のしくみ、金融経済の動き、日本銀行の役割など　　　　　　　　
○ 講　　師　日本銀行福島支店長　（福島県金融広報委員会会長）
○ 対　　象　小・中・高・大学生、保護者、先生、一般の方　
　　　　　　（原則として20名以上の申し込みでお願いします）

田崎 由子 たさき  よしこ （福島市）

二級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャル・プランナー（AFP）
元福島県消費生活センター相談員
生きがい情報士

金融に関する身近なテーマから取り組みましょう！
生きがいのある生活のため、
みんなでワイワイ楽しく実践しましょう！

得意分野 生活設計、悪質商法、金融教育、
消費生活、エシカル消費、終活

坂井 義明 さかい  よしあき （郡山市）

司法書士

法律問題は難しいと思って後回しにしていませんか。
これからの実り多い人生のために、
身近なところから一つ一つ解決していきましょう。

得意分野 消費者トラブル、相続、成年後見、
多重債務などをめぐる法律問題

町田 敦 まちだ  あつし （郡山市）

弁護士

得意分野 相続・家族問題、債務整理、
金融トラブル、
その他法的問題全般

少しの法律知識を得ることで、より良く暮らしませんか。

大橋 誠寿 おおはし  せいじゅ（福島市）

福島県社会科教育研究会事務局長
元公立中学校長

得意分野 学校における金融教育

金融に関する知識を身につけ、主体的な判断と行動ができる
児童・生徒の育成について、一緒に考えていきましょう。

庄司 遼 しょうじ  りょう （会津若松市）

司法書士
行政書士
家族信託専門士

得意分野 資産管理、遺産承継、成年後見、
消費者トラブル等の法律問題

身近な法律知識や手続を知ることは、
より安心で、より豊かな暮らしにつながります。
私たちと一緒に楽しく学んでいきましょう。

鈴木 正人 すずき  まさと （本宮市）

税理士
行政書士
ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

得意分野 税金全般、相続、ライフプラン

自分の未来を創るのは自分自身です。
未来のために今、学びましょう!!



金融教育研究校・金銭教育研究校を募集しています

学校における金融教育をサポートします！

学校を訪問し、「消費者教育出前講座」も開催しています

教員向け出前講座のご案内

金融教育は、おかねや金融のさまざまな働きを理解し、
それを通じて自らのくらしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、
よりゆたかな生活やよりよい社会づくりに向けて主体的に行動できる態度を養う教育です。

学習指導要領が改訂され、「消費者教育」「金融教育」「キャリア教育」が重視されていますが、

どんな授業をすればよいのか、お困りではないですか？福島県金融広報委員会では、

教員の皆様向けのセミナーや出前講座を実施しています。まずはお電話ください！

○対象を特定の学年、学科、教科などに限定することもできます。

○研究・実践内容は、目的に則していれば、自由に設定できます。

○研究期間は、希望により１年または２年のいずれかにできます。

○いくつかの学校を横断しての先生方の教育研究活動も支援しています。

○研究活動費の一部補助、講師の派遣、資料提供などの支援をします。

○大学、短大、専修学校、高校等の学生を対象に、自立した消費者となるために必要な判断力

を身に付け、被害を未然に防ぐことができるよう「消費者教育出前講座」を実施しています。

○クレジットやカード、利息、契約、保証などの基礎知識、また多重債務問題に巻き込まれな

いための知識や心構え、トラブルに巻き込まれた場合の解決のヒントなど紹介します。

金融・金銭
教育研究校への
サポート

①教育研究費の助成 ②資料の提供 ③講師の派遣 ④研究計画のサポート

活動事例など
詳しい情報は
こちらから

福島県金融広報委員会では、定期的に講演会やセミ
ナー（親子向け、一般向け、高齢者向け）を開催したり、
広報だよりを発行しています。
随時HPに掲載しますので、よろしければご覧ください。

https://www3.boj.or.jp/fukushima/kinkoui.htm
TEL：024-521-6355



当 委 員 会 で 、
講師の日程調整。

派遣の可否を
ご連絡いたし
ます。

本依頼書に必要
事項をご記入
後、当委員会に
申請ください。

詳細内容につい
て、事前に直接
講師と連絡をお
取りください。

「実施報告書」を
ご提出ください。講師派遣

希望日等が決ま
りましたら、当
委員会へご連絡
ください。

講師派遣
までの
流れ

福島県金融広報委員会あて

団体名

ご担当者

電話 FAX

メール

住所

希望テーマ

講　師

電話※

住所※

参加者
◇原則１０名以上

名 学年・年代

可 否

可 否

可 否

その他
ご要望

◇リモート(オンライン)での講師派遣をご希望の方はご相談ください。

第１希望： 第２希望：

会場名

〒

第１希望：　　　　　月　　　　日　　　　曜日　　　　：　　　～　　　：

第２希望：　　　　　月　　　　日　　　　曜日　　　　：　　　～　　　：

第３希望：　　　　　月　　　　日　　　　曜日　　　　：　　　～　　　：

マイク

開催場所

※上段のご連絡先と
　同じ場合は省略可

対象者

準備機器等

パソコン 可 否

〒

◇会場までの公共交通機関の最寄り駅（バス停）をご記入ください。

講 師 派 遣 依 頼 書
申込日 年 月 日

プロジェクター 可 否 ホワイトボード等

スクリーン 可 否 講演資料の印刷

日　時

ＦＡＸ：024-526-2026

ご不明な点などございましたら、
事務局（☎024-521-6355）まで
ご連絡ください。

「講師派遣依頼書」「実施報告書」の書式はこちらから
終了後、2週間以内に「実施報告書」をご提出ください。


