
講師派遣依頼書
●こちらの依頼書にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。
●講師の派遣料や交通費は当委員会が全額負担いたします。
●お申し込みは、派遣希望日の１ヶ月前までにお願いします。
●開催場所はお申し込みされる方でご準備ください。
　※一個人の方への派遣や、企業等の内部研修への派遣は行っておりません。

　　　年　　　月　　　日

団 体 名

担当者名

山形県金融広報委員会事務局宛

１．日　時　　　　　　　年　　　月　　　日（　　　） ：　　　　　　～　　　　　　：

２．会場名

３．希望テーマ・内容

４．対　象　　　　　名　（ 小学生 ・ 中学生 ・ 高校生 ・ 学生 ・ 一般（20～30代 ・ 40～50代 ・ 60代以上）
　　〈原則10名以上〉 ※該当に○をつけてください。

５．講　師　　①（　　　　　　　　　）氏を希望　　②委員会に一任　　③（　　　　　　　　　　）に詳しい方
（記入例）③（年金制度）に詳しい方

６．資料送付先

８．その他通信欄

７．この講師派遣制度を
　　何でお知りになりましたか

□パンフレット　　　　□ホームページ　　　　□知り合い

□学校関係　　　　　　□利用した経験がある

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所 〒　　　－

送付先
●山形県金融広報委員会事務局
　〒990－8570  山形市松波２－８－１
 山形県庁消費生活・地域安全課内
　FAX：023－625－8186

TEL　　　－　　　－　　　　FAX　　　－　　　－

※１時間から２時間を目安としています。

住　所
〒

TEL　　　－　　　－　　　   FAX　　　－　　　－
交通機関／最寄駅名（　　　　　　　　　　　　）　最寄バス停留所名（　　　　　　　　　　　　　）

※ご提供いただいた個人情報は、講師派遣に関する事務以外に使用することはありません。

講師派遣までの流れ

講師
派遣

１ヶ月前まで

本依頼書に必要
事項をご記入いた
だき、当委員会に
申請ください。

必要な場合は
事前に講師と
直接連絡を

お取りください。

「実施報告書」に
記入いただき
提出ください。

当委員会で
講師と日程を
調整させて
いただきます。

派遣の可否を
お知らせ
いたします。

知るぽるとの“ぽると”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、
活動を進める金融広報委員会の愛称です。

山形県金融広報委員会とは？

おかねについての情報を、もっとくらしに役立ててほしい。そのために必要な情報を
わかりやすく届けたい。そんな思いで活動しているのが、山形県金融広報委員会です。

山形県、日本銀行山形事務所、東北財務局山形財務事務所、県内の金融機関などで組
織する中立・公正な団体です。

お問い合わせ先 山形県金融広報委員会事務局（山形県庁消費生活・地域安全課内）
〒990－8570　山形市松波２－８－１　TEL.023－630－3237

www3.boj.or.jp/yamagata/yamakinkou.htm

どこか、相談できるところ、ないかな…？

くらしに身近な金融の話を
聞いてみたいけれど…

今度、学校でおかねのことを
勉強するんだって！



青　木　勝　広 白鷹町
あお

得意分野■

資格■ ファイナンシャルプランナー

生活設計、資産運用・金融教育、
金融経済、会社と個人お金のか
かわり

金融機関・会計事務所勤務経験を生かし、資産運用の基本、税金の
基本を含めたライフプランについて分かりやすくお話しします。

き かつ ひろ

大　石　　　徹 山形市
おお

得意分野■

資格等■ 元金融機関勤務

金融・金銭教育、金融商品、
金融経済

髙　橋　宜　弘 山形市
たか

得意分野■

資格等■ ファイナンシャルプランナー

特殊詐欺・悪質商法等防止、
金融商品全般

内　山　順　子 新庄市
うち

得意分野■

資格等■ ファイナンシャルプランナー

家計管理・生活設計、資産形成、
スマホ関連

遠　藤　武　蔵 山形市
えん

得意分野■

資格等■ ファイナンシャルプランナー

小　田　賢　嗣 山形市
お

得意分野■

資格等■ 公益学修士

佐　藤　　　淳 山形市
さ

得意分野■

資格等■ NIE.E 指導員
経営コンサルタント

成　沢　まつ枝 酒田市
なり

得意分野■

資格等■ 税理士、
ファイナンシャルプランナー

振込め詐欺、悪質商法の防止、
金銭トラブル防止

確定拠出年金、ふるさと納税、
損害保険

誰一人取り残されない未来に向けて。スマホ決済、
マイナポータル、配車サービスなどスマホを使っ
た便利な生活講座を学んでみませんか？

振込め詐欺、悪質商法の防止方法について落語を
使って分りやすくお伝えします。

円満な相続を、するため、やることをお伝えします。

企業、人、モノ、金、情報についてわかりやすく
楽しくお話します。

お金や経済のしくみをわかりやすく楽しくお話し
ます。

『生活の上で役立つお金の制度』についてわかりや
すく楽しくお話します。

落語を交えた講座で、お金の知識について楽しく
学んでみませんか？

生活設計、金銭・金銭教育、
金融商品

相続関連、家計管理、
金銭・金銭教育

後　藤　尚　義 酒田市
とうご

資格等■ 特定社会保険労務士、
ファイナンシャルプランナー

得意分野■ 生活設計、金融・金銭教育、
定年後の暮らしとお金

人生100年時代の到来。私たちの暮らしとお金（ラ
イフプラン）やこれからの働き方について考えて
みよう。

とう あつし

やま じゅん こ

いし とおる なお よし

はし よし ひろ

どう む さし

だ けん じ

さわ ま  つ  え

秋　場　和　之 山形市
あき

得意分野■

資格等■ 元金融機関勤務

金融・金銭教育、金融商品、
金融経済

人生100年時代、大切なお金について一緒に考え
てみませんか？

ば かず ゆき

　「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。

金融広報アドバイザーの派遣に関する費用は無料です。

テーマを組み合せることもできます。

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方々です。

主 な マテ ー 事 例

児童・
生徒向け

シニア向け

キャッシュレス社会のすごし方
悪質商法の手口と対策
これからの生活の質を保つための資産運用
高齢者が知っておくべきおかねの知識
シニア期を楽しく過ごすためのリスク管理

上手なお金の使い方（おこづかいについて考えよう）
消費トラブルにあわないために
社会に出る前に知っておきたい「契約」と「お金」の基礎知識
ライフプランとお金の話

 特定の学年、学科、教科に限定することもできます。
 研究・実践内容は、目的に即していれば、自由に設定できます。
 研究活動費の一部補助、金融広報アドバイザーの派遣などの支援をします。
 委嘱期間は 2 年間です。

金融教育研究校・金銭教育研究校を募集しています！金融教育研究校・金銭教育研究校を募集しています！

一般向け
金融・経済のしくみについて
保険・年金の基礎知識
これからはじめる老後資金の準備
明日から使える家計の節約術

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！

金融広報アドバイザーのプロフィール
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