
超長寿社会への備え方・暮らし方を考える

「かながわFP生活相談センター(KFSC)」は、神奈川県在住のベテランの
独立系ファイナンシャルプランナーで組織された社団法人です。

人生100年時代の安心対策
無料特別セミナー&相談会

セミナーへのお申し込みの方法は裏面をご覧ください   

認知症の親の介護で大変‼
遺言書も書いて無いし。
自分は、元気な今のうちに
準備しておこう‼どのように資産形成を

したらよいか、中立な立場の
FPの意見が知りたい

主 催 一般社団法人 
かながわＦＰ生活相談センター

第3部 15時45分～16時45分個別相談会 第3部 16時45分～17時45分個別相談会

10月6日
2018年

土

講師紹介●おくだ けんいち
CFP®、KFSC理事。2000年にFP資格を取得して以来、正し
い知識に基づいた資産形成に取り組むべく、資産運用の勉強と
実践を続けてきました。2005年から投資クラブの代表を務め、
2007年から7年間にわたりBBT大学院大学の株式資産形成講
座で、コースファシリテーターとして、受講生を指導してきました。

自分の人生を見据えての投資
が大切です。貯めるときも使
うときも投資は続きます。そ
れ故に「つみたて投資」のメ
リットと注意点をともに把握
することが大切なのです。

講師●奥田 健一

第1部 13時0０分～14時1０分

すべての世代の方たちが
考えるべき「つみたて投資」
人生100年時代。若い世代はもとより、
60、70歳台でも長期投資を考えるべき時代

13:00〜17:00／かながわ県民センター

講師紹介●うえだ しゅうじ
外資系IT企業を経て、FPとしてPCとFPオフィス植田を起業。
得意分野は、金融資産運用、リタイヤメントプラン、相続・贈与。
資産運用等の講師、個別相談多数実施。NISA及び、相続・贈
与についての講座では、大変好評を頂きました。一般社団法
人・かながわＦＰ生活相談センター理事。

認知症と診断されると、遺言
書の作成ができなくなります。
残された家族が争族にならな
いよう、元気な今だからこそ
やるべきことが沢山！今年度
改正の民法も解説します。

第1部のポイント!

講師●植田 周司

第1部 14時0０分～15時1０分

終活 ! 
相続の準備は万全ですか?
まだまだ元気な方こそ必見、
認知症と診断されたら手遅れですよー!!

10月13日 土 14:00〜18:00／かながわ県民センター

講師紹介●そうき しんや
FP専門会社にて、FP実務研修・セミナー、FP資格取得講
座の企画推進を担当。また、一般社団法人かながわFP生活
相談センターに所属し、講師、相談員、執筆を中心に活動中。
日本FP協会神奈川支部所属。日本FP協会認定AFP、相続
診断士の資格を保有。

エンディングノートを書くこと
で自分の情報や希望を家族に
伝えることができ、スムーズ
に財産処分や形見分けができ
ます。争いを避け、大切な家
族を守ることができるのです。

第2部のポイント!

講師●左右木 伸也

第2部 15時2０分～16時3０分

終わり良ければ
すべて良し！
大切な家族へのメッセージを

「エンディングノート」で伝えよう

講師紹介●こだま かずひろ
広告関連企業勤務を経て、会計事務所のFPとして顧客本位
の精神で活躍中。仕事やFP活動の一環で、各種相談、講演
も行なっている。理念は誠実・感謝・努力。主な資格AFP・
相続診断士・住宅ローンアドバイザー。一般社団法人かなが
わFP生活相談センターに所属。

長い人生の中では、独身、
子育て、定年後の第二の人
生など、ライフスタイルに
応じて、保障の大きさや最
適な保険は変わります。生
命保険の選び方を学びまし
ょう。 講師●兒玉 和大

第2部 14時2０分～15時3０分

年代別に考えよう！
最適な生命保険の選び方。
ライフステージごとに必要な保険とは？

2018年

第1部のポイント! 第2部のポイント!
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〈ご相談内容〉

FAXでのセミナーのお申込はこちら／ＦＡＸ番号：045-783-3481
お申し込み受付後、３日以内にＦＡＸの方はＦＡＸで、メールでの方はメールにて受付完了のご連絡をいたします。 
３日以上、当方から連絡がない場合は大変お手数ですが、事務局（045-894-5582) までお問い合わせください。

フリガナ
お名前 性別 男 ・ 女 年 齢 歳

住所
〒

電話番号 FAX

メール

同行者 有・無 有の場合お名前 続柄

ご希望する■□
に　を入れて

ください

10/6
（土）

□ 第１部セミナー　
□ 第２部セミナー
□ 第３部個別相談会

10/13
（土）

□ 第１部セミナー　
□ 第２部セミナー
□ 第３部個別相談会

⬇ ご相談希望の方は、差支えない範囲でご相談内容についてコメントいただきますと、当日がスムーズに運びます。

※いただきました個人情報は、本講座の運営のみに使用し、セミナー終了後すべて破棄します。
　ただし、当日のアンケートにより、今後のセミナー等情報の提供を希望された方については、そのために必要な情報のみ保持いたします。
※また、他の目的での使用、第三者に対して情報を提供することや開示することはありません。

こ
こ
か
ら
切
り
取
っ
て
お
使
い
く
だ
さ
い

京急本線

そごう横浜店
横浜ポルタ

➡小田原
東京➡

横浜ベイシェラトン
ホテル&タワーズ

横浜
髙島屋店

ヨドバシ
カメラ

岡田屋
モアーズ

西口 きた西口

東口

ブル
ーラ
イン

エキニア
横浜

東海道本線

横 浜 駅

かながわ県民センターかながわ県民センター 
神奈川県横浜市神奈川区
鶴屋町2-24-2

10月  6日（土） 303号室
10月13日（土） 303号室 

［アクセス］
●「横浜駅」西口・きた西口を

出て、徒歩約5分

電話番号：045-894-5582 （9:00-17:00 土日祝日を除く）

ＦＡＸ番号：045-783-3481 
メールアドレス：kfsc-entry@googlegroups.com
ホームページ：http://kanagawafpsoudan.jimdo.com

KFSC で検索！ スマートフォンでの
お申込みはこちら

会 場 案 内

お 申 込 先 ※お申込みは電話・ＦＡＸ・メール・ＨＰで受付いたします。

一般社団法人かながわＦＰ生活相談センター　事務局

かながわＦＰ生活相談センター

KFSCにご相談ください !
かながわFP生活相談センター(KFSC)では、
個別相談を受け付けています。私たちの生
涯では、結婚や出産、自宅の購入、定年退職、
相続など、さまざまなイベントが起こります。特
に自宅の購入や、相続などの大きなイベントは
初めて経験する事も多く、

◉どのように準備、計画すれば良のか
◉どのような手続きが必要なのか
◉費用はどれくらいかかるのか
といった不安をお持ちの方も多いのではな
いでしょうか？ KFSCでは、暮らしの中で発
生する様々な出来事に、それぞれの専門家
が皆様をご支援いたします。まずは、ホーム
ページから、または電話でお申込み下さい。

事務局電話番号：045-894-5582
（9:00-17:00 土日祝日を除く）
http://kanagawafpsoudan.jimdo.com

特定の企業に属さず、真に
顧客の目的や
利益を優先し
活動します。

メンバーは長年企業や業界
の第一線で実践を積んでき
たプロフェッ
ショナルです。

各分野の専門家が所属して
いますので、
幅広いニー
ズに対応で
きます。

多分野の外部専門家とネッ
トワークを組み、
生活経済に関す
る様々な課題に
対応します。

年金

多くの行政機関や企業、公
共団体、大学
などから仕事
の依頼を受け
ています。

神奈川県を中心に、
地に足の着いた活動
を展開しています。

人生経験豊富なメンバーが、
自らの体験も
踏まえて、適切
なアドバイスを
提供できます。

個人相談では課
題を解決するた
めに、具体的な
活動の支援も行
います。

不動産 税金

金融 保険 相続

30
年

40
年
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