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平成 21 年 10 月 9 日
報道関係各位
親子で楽しく学べる金融教育の複合型イベントを新潟県・新潟市で初開催（*）

「金融教育フェスティバル《新潟》」10 月 9 日（金）参加申込受付を開始
～ 開催日：12 月 12 日（土）／ 開催場所：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟県新潟市）～
＊金融広報中央委員会主催の複合型イベントとして

金融広報中央委員会
金融広報中央委員会（事務局：日本銀行 情報サービス局内）は、金融や経済の基礎
を楽しく学べる金融教育体験型イベントを、平成21年度中に全国10カ所で開催します。
その第６弾として実施する「金融教育フェスティバル≪新潟≫」（平成21年12月12日＜
土＞開催）の参加申込受付を、10月9日（金）に開始いたします。
新潟県で初開催となる本イベントは、子どもから大人まで幅広い年齢層に対し、金融
教育に興味を持ち、理解を深めて頂く機会を提供することを目的とし、翻訳家でタレン
ト、山形弁研究家のダニエル・カールさん（写真 右上）の講演をはじめ、子どもたち
に人気の「ガチャピン＆ムック」のステージショーや参加型ゲームを企画しています。
さらに学校教育関係者に対しては、学校における金融教育の内容や実践的な指導方法
に関する研修の場を提供します。
本イベントの参加は無料です。事前予約制となっており、インターネットや電話、
ＦＡＸを通じて参加申し込みを受け付けます。

■ 金融教育フェスティバル《新潟》

概要

日時：

平成21年12月12日（土）10：00～17：00

会場：

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟県新潟市）

主催：

金融広報中央委員会、新潟県金融広報委員会

後援：

文部科学省、内閣府、金融庁、日本銀行、新潟県教育委員会、新潟市教育委員会、

参加対象：

一般、学校教育関係者、児童および保護者

参加費：

無料

日本PTA全国協議会、全国公民科・社会科教育研究会、全国家庭科教育協会

公式サイト： http://www.festival2009.jp/
【プログラム】
◆暮らしに役立つ講演会（10：00～11：40、開場9：30)
講師

ダニエル・カール氏（翻訳家・タレント、山形弁研究家）

講演タイトル

「ダニエルが語るお金の魅力」

◆親子のためのおかねの広場（10：00～17：00、開場10：00）
・キャラクターショー「ガチャピン&ムックとおかねのことを学ぼう」
・おかねの仕事体験「中央銀行業務の体験コーナー」、「カレー作りゲーム」
・貯金箱作りコーナー、おかねクイズ、おかねについて学ぶコーナー、ビデオ上映
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◆教員向けセミナー（13：00～16：10、開場12：30)
教育現場での金融教育実践をテーマに、講話、実践報告、参加型ワークショップ等を行います。
（１）講話

講

師：大杉 昭英 氏（岐阜大学教育学部教授）

テーマ：「新学習指導要領における金融教育の進め方」
（２）実践報告

発表者①：新潟県立塩沢商工高等学校

教諭

西潟 一隆 氏

テーマ：「金融教育に携わって ～ヴァーチャルからリアリティーへ～」
発表者②：新潟県糸魚川市立糸魚川中学校

教諭

猪又 力 氏

テーマ：「社会科授業における消費者教育の取り組み」
（３）ワークショップ

講演者：いちのせ かつみ 氏（FP／生活経済ジャーナリスト）
テーマ：「世界一おもろいお金の授業！必要なモノと欲しいモノ」

◆金融教育に関する資料を提供するコーナーを設置

■ 金融教育フェスティバルについて
金融広報中央委員会は、平成17年度活動方針の中で『金融教育元年』を掲げて以来、毎年度「金
融教育フェスティバル」を東京で開催してまいりました。5回目となる平成21年度は、新潟県をはじ
め、全国10都市で開催します。
【開催スケジュール】
- 兵庫

平成 21 年 8 月 9 日（日）

神戸国際会議場（兵庫県神戸市）[開催済]

- 沖縄

平成 21 年 8 月 22 日（土）

沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）[開催済]

- 愛媛

平成 21 年 9 月 12 日（土）

松山市総合コミュニティセンター（愛媛県松山市）[開催済]

- 秋田

平成 21 年 10 月 25 日（日）

秋田拠点センターアルヴェ 秋田市民交流プラザ（秋田県秋田市）

- 東京

平成 21 年 11 月 3 日（祝）

日本教育会館（東京都千代田区）

- 新潟

平成 21 年 12 月 12 日（土）

朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟県新潟市）

- 愛知

平成 21 年 12 月 26 日（土）

愛知県産業労働センター ウインクあいち（愛知県名古屋市）

- 埼玉

平成 22 年 1 月 9 日（土）

浦和コミュニティセンター（埼玉県さいたま市）

- 長崎

平成 22 年 1 月 16 日（土）

長崎ブリックホール（長崎県長崎市）

- 広島

平成 22 年 2 月 6 日（土）

広島国際会議場（広島県広島市）

■ 金融広報中央委員会について
都道府県金融広報委員会、政府、日本銀行、地方公共団体、民間団体等と連携、協力し、「金融
経済情報の提供」と「金融経済学習の支援」をいわば車の両輪として、中立・公正な立場から金融
に関する幅広い広報活動を行っています。
※詳しくは、金融知識に関するホームページ「知るぽると」（http://www.shiruporuto.jp/）をご覧ください。

【本件に関するお問合わせ】
金融広報中央委員会事務局（日本銀行情報サービス局内）金融教育プラザ
電話 03-3277-2563

FAX 03-3510-1373
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参加
無料

こどももおとなもワクワク体験

おかねの知識をわかりやすく語る

暮らしに役立つ講演会
講演会講師
ダニエル・カール氏
（翻訳家・タレント、
山形弁研究家）

事前予約
先着順

現場での金融教育の進め方を

親子のための
おかねの広場

実践的に習得できる

教員向けセミナー
教員、および教職を目指す大学生・大学院生

体験して学ぼう！

を対象としたセミナーです。講話、実践報告、

《中央銀行業務体験》

ワークショップを通して、金融教育の進め方

《カレー作りゲーム》

を実践的に習得することができます。

他にも、楽しく学べる
イベントが
もりだくさん。

ガチャピン

& ムックが
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やってくる！
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2009年12月12日（土）

主催 金融広報中央委員会、新潟県金融広報委員会
後援 文部科学省、内閣府、金融庁、日本銀行、
新潟県教育委員会、新潟市教育委員会、
日本PTA全国協議会、全国公民科・社会科教育研究会、
全国家庭科教育協会

インターネット http://www.festival2009.jp/
JR新潟駅万代口バスターミナル5番線または万代シティバスセンター6番線より
裏面の申込書でお申し込みいただけます。
電 話
FAX
「朱鷺メッセ経由佐渡汽船行」
に乗車、
「
朱鷺メッセ」
バス停下車すぐ
0120-165-217
平日
10：00〜18：00
受付時間

※詳しくは裏面をご覧ください。

知るぽると

検索

「知るぽると」は金融広報中央委員会の愛称です。
ぽると は、
「港」
「入り口」。
おかねの情報が集まる「港」として、
おかねの知識の「入り口」としてご活用ください。

金融教育フェスティバル

参加
無料
事前予約
先着順

こどももおとなもワクワク体験

暮らしに役立つ講演会

定員

500名

36名

48名

事前予約制

（2）実践報告
報告〈1〉
新潟県立塩沢商工高等学校教諭 西潟 一隆 氏
「金融教育に携わって 〜ヴァーチャルからリアリティーへ〜」

事前予約制 （対象：原則小学校低・中学年）

〈10：00〜11：00／13：10〜14：10／16：00〜17：00〉

中央銀行の仕事を体験します。カレーを作るためのお買い物をして、
おうち
の仕事にも挑戦します。おかねを計画的に使うことの大切さを学びます。

ガチャピン&ムックとおかねのことを学ぼう

各回定員

70名

報告〈2〉
新潟県糸魚川市立糸魚川中学校教諭 猪又 力 氏
「社会科授業における消費者教育の取り組み」

事前予約制

〈11：40〜12：40／14：50〜15：50〉

テレビでおなじみのガチャピン&ムックがやってくる。握手会もあるよ。

（3）ワークショップ
講師：いちのせ かつみ 氏（FP／生活経済ジャーナリスト）
「世界一おもろいお金の授業！必要なモノと欲しいモノ」

おかねについて学ぶコーナー
珍しい貨幣のレプリカを展示。金塊や小判五十両包みなどの重さを体験
できます。

資料提供コーナー

その他にも、貯金箱作りコーナー（未就学児可）、おかねクイズ、

主催者ならびに協力団体の金融知識や金融教育に関する刊行物を提供
します。

ビデオ上映で、おかねについて楽しく学ぶことができます。

参加には 全員事前登録が必要です。
各プログラムは入れ替え制となっております。お申し込みはインター
ネット、電話、
ファックスをご利用いただけます。お申し込み後、代表者の方にイベント開催日の 2週間前から参加チケット
を送付しますので、当日かならず封筒と一緒にご持参ください。 ※災害等により、イベントを中止することがあります。あらかじめご了承ください。

お申し込み方法

電 話

定員

（1）講話
講師：大杉 昭英 氏（岐阜大学教育学部教授）
「新学習指導要領における金融教育の進め方」

親子のためのおかねの広場

インターネット

大切な「おかねのこと」を親子で楽しく学べます。

〈13：00〜16：10〉開場 12：30 （対象：教員、および教職を目指す大学生・大学院生）

講師：ダニエル・カール 氏（翻訳家・タレント、山形弁研究家）
「ダニエルが語るお金の魅力」

各回定員

触れることができる体験型イベント。

教員向けセミナー

事前予約制

〈10：00〜11：40〉開場 9：30

おかねの仕事体験

「金融教育フェスティバル」は、おかねや金融に

http://www.festival2009.jp/

0120-165-217

受付時間
平日 10：00〜18：00

FAX

お申し込みフォームに必要事項をご入力ください。

0120-165-218

24時間
受付

下記のFAX申込書に必要事項をご記入の上、
左記のＦＡＸ
（フリーファックス）宛にお送りください。

金融教育フェスティバル《新潟》 2009年12月12日（土） 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
参加を希望されるプログラムに参加人数をご記入ください。

（フリガナ）

※小学生以下の参加は原則として引率者が必要になります。
※各プログラムの詳細についてはホームページをご覧ください。

代表者氏名

［定員制プログラム（要事前予約・先着順）］

〒□□□-□□□□

〈住所〉

●暮らしに役立つ講演会（10：00〜11：40） ［

］名参加希望

［

］名参加希望

●教員向けセミナー（13：00〜16：10）

代表者
連絡先

※教員向けセミナーは、職業欄で「教員」
「教職を目指す大学生・大学院生」を
選択していただいた方のみお申し込みいただけます。
※教員向けセミナーは、参加者１名ずつお申し込みください。

〈電話〉

（

）

●親子のためのおかねの広場

※緊急等で連絡をとらせていただく場合がありますので、必ずご記入ください。

［定員制プログラム（要事前予約・先着順）］希望時間に □ をしてください。

当てはまるものを○で囲んでください。

代表者
職業

おかねの仕事体験

・教員（学校名とご担当教科

）

・教職を目指す大学生・大学院生（学校名

）

・その他（

□11：40〜12：40 □14：50〜15：50

大人（中学生以上）
［

）

］名

小学生
［

］名

未就学児［

］名

※代表者ご本人を除いた人数をご記入ください。

・新聞（新聞名：

） ・フリーペーパー（フリーペーパー名：

・知るぽるとホームページ ・友人知人から ・その他
（

FAX申込書

］名参加希望

［自由参加プログラム］

貯金箱作りコーナー〈10：00〜17：00〉
おかねクイズ〈10：00〜17：00〉

［
［

］名参加希望
］名参加希望

【注意事項】
実施時間が重複するプログラムの同時申し込みはできませんのでご注意くだ
さい。
） ・お送りいただいた個人情報は、当フェスティバル関係事務以外に使用すること
はありません。
）

このフェスティバルを何でお知りになりましたか？ 当てはまるものを○で囲んでください。
・テレビCM ・新聞折込 ・チラシ ・ポスター

］名参加希望

□10：00〜11：00 □13：10〜14：10 □16：00〜17：00
ガチャピン&ムックとおかねのことを学ぼう［

・その他学校教育関係者
・金融機関 ・その他会社員 ・公務員 ・自営業 ・主婦

同行者人数

［

※参加される小学生の方の人数をご記入ください。

0120-165-218

