
東京都金融広報委員会

講師派遣制度のご案内（2022年度版）
　東京都金融広報委員会では、東京都内で開かれる講座に対し、お金や金融経済に関する専門知識を
持つ講師を派遣しています。以下、講師をご紹介します（五十音順）。なお、講師謝礼・交通費等は東京都
金融広報委員会が負担します。申し込みには、裏表紙の「講師派遣依頼書」
または東京都金融広報委員会ホームページの申込フォームをご利用ください。
ご利用をお待ちしております。

氏　名 ① 資格・職名　② 専門分野　③ メッセージ　④ 講座テーマ例
① ファイナンシャルプランナー（CFP）
② 生活に関わるお金の助言、ライフプラン、金融経済教育、金銭教育、社会保険全般、相続
③ お金に関連した知識は「知っているようで知らないこと」がたくさんあります。「知っていて得した」という

経験は少ないようですが、「知らずに損しても気が付かない」かもしれません。生活とお金について「わかり
やすい講座」になるよう心掛けています。

④ 小学生向け「お小遣い帳とお金の管理ゲーム」、中・高校生向け「生活に関わるお金講座（ライフプラン編）」、
全世代向け「キャッシュレス決済の基本講座」

 いし むら まもる
石村　衛

① ファイナンシャルプランナー（CFP）
② 金融経済教育、投資教育
③ 投資が怖いのではなく、知識のないことが怖いのです。
 資産のない人が0から1、2、3と資産を着実に増加させていくのが資産形成です。100円から投資ができる

時代となりました。
④ お金に働いてもらう、個人資産形成の実際、つみたてNISAの利用方法、高齢者と投資

 いし もり ひさ お
石森　久雄

① 社会福祉士、大学エクステンションセンター講師、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
② 社会保険（年金・医療・介護・雇用・労災）、社会福祉（児童・障害者・高齢者）、公衆衛生医療（保健事業・感染症

対策）、生活保護
③ 自分らしい人生100年プランには、ひとり一人の目標設定と現状把握、豊かな人生に必要な4つの貯蓄
（人・健康・お金・情報）、それらの負担を軽減する社会保障の最新知識が欠かせません。

④ 老後の生活費と年金の種類、高額化する医療費と介護費の最終自己負担、ライフプランを実現する家計管理
（収入・資産の把握）

 うち だ あつ こ
内田　厚子

① 消費生活アドバイザー、大学非常勤講師
② 金融経済教育、ライフプラン、若者の消費者トラブル、契約と情報
③ ライフプランは描けていますか?
 生きていく上で必ず必要になる一方、不足しているお金の知識。陥りやすい消費者トラブルの回避も含め、

一緒に学んでいきましょう!
④ 社会人として身につけておくべき金融知識、消費者トラブルにつよくなる、成年年齢引下げと契約・個人情報、

携帯電話・インターネットトラブル事例と対処方法

 おく はら さ なえ
奥原　早苗

① 社会保険労務士、社会福祉士、ファイナンシャルプランナー（CFP）　
② 年金、成年後見制度、ライフプラン　
③ 現場から学んだことをあなたに伝えたい!
④ 人生100年時代の生活設計～老後資金はいくら必要?、最後まで自分らしく終活を考える、子育て中の就活

支援講座～社会保険や税金などの基礎知識、家族信託・特定贈与信託・生命保険信託の基礎、知っておきたい
「被用者保険の適用拡大」

 おと かわ とし え
音川　敏枝

① 消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナー（AFP）
② 消費者契約、高齢者福祉サービス、ライフプラン
③ 年齢にかかわらず安心、安全に暮らすための条件は置かれた環境や当事者の状況などにより異なります。

何が必要か一緒に考えていきましょう。
④ 身の回りの契約を考えてみよう!、消費者は狙われている!、これからあなたもひとり立ち、消費者トラブル

にまきこまれないために

 くま ざき あき こ
熊崎　明子

◎講師派遣依頼書
パソコンをご利用可能な方は、東京都金融広報委員会ホームページ
（ https://www.shiruporuto.jp/tokyo/ ）よりお申し込みください。
FAXによる申し込みには以下の書式をお使いください。
東京都金融広報委員会 行　（ 電子メール：tokyo@shiruporuto-net.jp または FAX：03-3510-1373 ）

申込日　　　　年　　　月　　　日

主催者名

連絡先

資料送付先

参加対象者

希望講座内容

その他

会　場

会場名

住　所

最寄駅

開催日時
【休日・夜間可】

申込者名（ふりがな）

〒

TEL　（　　　　　）　　　　―

　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　曜日）

《講演予定時間》　　　　時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　　

E-mailアドレス

第1希望

　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　曜日）

《講演予定時間》　　　　時　　　　分　～　　　　　時　　　　分　　
第2希望

FAX　（　　　　　）　　　　―

〒

TEL　（　　　　　）　　　　― FAX　（　　　　　）　　　　―

〒

TEL　（　　　　　）　　　　― FAX　（　　　　　）　　　　―

　　　　　　　　　　　　線　　　　　　　　　　　　駅から会場まで　　　　　　分

※開催場所、連絡先と異なる場合のみご記入下さい。

希望講師 あり　（氏名：　　　　　　　　　　　）　　　　　　一　任

人　数　　　　　　　名　　　※原則10名以上

年　代　　　20～ 30代　/　30～ 40代　/　50代以上　　（該当に○をつけて下さい）

構　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （学校の場合、○年○組○人）

　金融経済　/　生活設計　/　金融教育・金銭教育　/　契約と消費者保護　/　年金　/　税金
（学校の場合は授業内容、スタイルなどをご記入ください）

テーマ・教科

（該当に○をつけ、テーマをお書きください）

（徒歩又はバス等の交通手段を明記してください。）

オンライン講義ご希望の場合は
その旨記載してください。

お申し込みは
こちらから!

● ご提供頂いた個人情報は、講師派遣に関わる諸連絡や講演資料発送のために利用し、ご本人の承諾なしに如何なる第三者にも開示・提供することは
ございません。なお、講座終了後に講座に関するアンケートとして「講座実施報告書」の提出をお願いしております。
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氏　名 ① 資格・職名　② 専門分野　③ メッセージ　④ 講座テーマ例

①消費生活相談員、消費生活アドバイザー
②契約と消費者保護、金融教育、ライフプラン
③私たちを取り巻くお金の環境は日々変化しています。最新の話題に触れながら「お金の知識」を学んで

みませんか。生活を見直すきっかけや、将来を考えるヒントが得られるかもしれません。
④消費者トラブル回避術、買い物ルール「契約って何だろう」、我が家のマネー教育、子育て世代の幸せライフ

プラン

 さか もと けい こ
坂本　敬子

①大学客員教授、元大学教授、元中学校校長
②金融・金銭教育、キャリア教育
③学校教育の中で、お金について触れる機会はあまりありません。しかし、「18歳成人」によりお金にかかわる

機会が増えます。お金を身近なものとして考え、お金の知識をこれからの人生に生かしていきましょう。
④お金と上手に付き合おう、キャッシュレス社会がやってくる、金融教育の必要性

 せき もと けい いち
関本　惠一

①ファイナンシャルプランナー（AFP）、大学非常勤講師
②金融教育、ライフプラン、iDeCo・NISA、教育資金、家計管理、保険・住宅ローン
③生涯必要な「生きる力」の1つである金融リテラシー。

自分らしい人生をまっとうするためにも、しっかり磨き続けたいものですね! 過日、老後資金講座に95歳
の方が参加くださいました。人生120年時代は近い!?

④子どもの教育資金とわが家のライフプラン、人生の3・5大支出に負けない!コツコツ資産形成術、クイズと
ゲームで学ぶ子ども向けお金の講座

 とよ だ ま ゆみ
豊田　眞弓

①大学教授、認定こども園園長、前小学校校長
②小学校の授業を通して学ぶ金融教育、金融教育を生かした授業づくり、家庭科教育を核とした金融教育
③子どもたちが価値観を磨き、生きる力となる金融教育は、子どもたちの興味や関心を高めます。金融教育の

授業に取り組むことで、子どもたちに、主体的・対話的で深い学びをもたらすことができます。
④学校全体で取り組む金融教育、家庭科・総合的な学習の時間等で学ぶ金融教育、金融教育で広がる学びの世

界、教職を目指す学生に伝える金融教育

 そ が べ た み
曽我部 多美

①税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー（CFP）
②金融経済教育、巣立ち教育、税制、相続贈与、事業承継、遺言、財産管理
③お金の知識を身につけることは、いざという時に私たちを守ってくれる大事な備えです。ご自身だけでなく、

ご家族や周りの方々も守ってくれる大事な知識。是非ご一緒に学びましょう。
④学生のための巣立ち講座、社会人として知っておきたいお金の知識、これだけは知っておきたい!「相続・贈与・

遺言」、税制度と確定申告のポイント、子育てママのためのかしこい働き方と家計の知恵

 なか じま のり こ
中島　典子

①弁護士
②民法、消費者教育推進法
③消費者教育推進法ができたり、民法（成年年齢、契約）が改正されたり、消費者問題と法律は密接な関係に

あります。消費者被害や法律の問題点について、一緒に学習していければと思います。
④消費者教育推進法、高齢者の消費者被害、成年年齢引下げと若者の消費者被害、民法改正（債権法）

 なか むら しん ぞう
中村　新造

①ファイナンシャルプランナー（CFP）
②年金・退職金（企業年金等を含む）、資産運用、相続・贈与、ライフプラン
③人生100年時代を自分らしく安心して暮らすために、知って得する社会保険制度、ライフプランをわかり

やすく説明します。一緒にライフプランを考えていきましょう。
④人生100年時代のライフプランと老後資金の3本柱、知っておきたい 揉めない・困らない相続と贈与、

iDeCo・NISAを活用した老後資金計画

 なる みや まさ かず
成宮　正和

氏　名 ① 資格・職名　② 専門分野　③ メッセージ　④ 講座テーマ例

①元銀行員
②金融・金銭教育、ライフプラン、消費者トラブル
③未来を担う子どもたちの金銭教育、全世代の金融教育等で、役立つ情報をわかりやすくお伝えしていきたい

と思います。楽しく学びながら、あなた自身の弱点を見つけ出し、夢を叶え、将来に備えていきましょう。
④親子で学ぼう おかねのはなし、人生100年時代のライフプラン&終活、家計の見直し講座ここが肝!

 は ぶ けい こ
土生　恵子

①消費生活相談員、消費生活アドバイザー
②金融・金銭教育、悪質商法、消費者問題
③高校の巣立ち講座、大学生や新社会人、PTA、高齢者の見守りなどで、よりよく生きるスキルと最新の情報

をわかりやすくお伝えします。
④これであなたもひとり立ち、ちょっと待って!その契約～若者編・シルバー編～、どうしてますか? おこづかい、

私はだまされない! 悪質商法あれこれ

 みず たに ち か
水谷　千佳

①元大学客員教授、元中学校校長
②金融・金銭教育、キャリア教育
③ 18歳選挙権は既に実施、成人年齢も引き下げられました。その中で中学・高校で生きる術としての金融知識

は必須でしょう。生徒が路頭に迷うことのないように大人からのメッセージを伝えます。また、中学校社会
科の先生方には、地理・歴史・公民の各分野での金融・金銭教育の取り上げ方をお伝えします。

④中学校社会科の各分野での金融・金銭教育の扱い方、社会に巣立つ中高校生へのお金の話、大学生とお金の話

 みね ぎし まこと
峯岸　誠

①ファイナンシャルプランナー（CFP）
②ライフプラン、資産形成・管理運用、相続、年金、金融投資教育
③小学生から大人まで、金融経済と投資の基本を学ぶことで、視点を大きく広げることが出来ます。ご自身の

ライフプランに合わせた資産形成・管理を一人でも多くの方に実現頂きたいです。
④投資の基本と長期分散積立投資、人生100年時代の生活設計～老後資金はいくら必要?～、

あなたの家族と資産を守るための新しい選択肢「家族信託のきほん」、企業（起業）の資金調達の方法について

 むこう ふじ わら ひろし
向藤原　寛

①証券アナリスト
②金融・金銭教育、年金関連分野
③お金の基礎的な知識ならびに年金は、自分で「つくる」もの。こうした基本的なことを身につけましょう。
④生活設計と年金の基礎知識を学びましょう

 やま だ とし つぐ
山田　敏次

①消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナー（AFP）
②金融・金銭教育、ライフプラン、家計管理
③小・中学校と特別支援学校高等部を対象とした学年毎の教材を準備しております。家庭、学校で、お金に

ついて意識を共有していきましょう。
④親子で学ぼうお金の使い方、おこづかいって何だろう、くらしの中のお金と契約、おこづかいの与え方、クイズ

とゲームで学ぶ お金の役割と大切さ

 よし だ じゅん こ
吉田　淳子

営利を目的とした参加費有料の講座等への派遣や、
個々の資産運用・金融トラブル等への相談には応じかねます。

東京都金融広報委員会は、日本銀行本店に事務局を置き、健全で合理的な家計運営のために、金融広報中央委
員会をはじめ、東京都、財務省東京財務事務所、金融業界団体等と協力しながら、中立・公正な立場で都民の皆
様に金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている非営利の団体です。

◎講座申込時の留意事項
実　施　日

講 演 時 間

お申し込み

参 加 人 数

派遣料、交通費

随時（休日・夜間可）

1講座90分～ 120分程度（応相談）

原則開催の1か月前まで

原則10名以上

無料（東京都金融広報委員会が負担）


