
 

 

 

 

 

   日  程    会      場 講 師 名 

１ ６月１１日 大田原市立奥沢小学校 岡本 かおり 

２ ６月２０日 矢板市立東小学校 大久保 和之 

３ ７月４日 下野市立吉田東小学校 新井 邦明 

４ ９月１８日 那須塩原市立波立小学校 尾畑 美智 

５ ９月２１日 栃木市立南小学校 橋本 秀則 

６ １０月１６日 宇都宮市立中央小学校 新井 邦明 

７ １０月１６日 大田原市立大田原小学校 尾畑 美智 

８ １０月１７日 大田原市立薄葉小学校 大久保 和之 

９ １０月１８日 高根沢町立上高根沢小学校 大久保 和之 

１０ １０月１９日 さくら市立熱田小学校 大久保 和之 

１１ １０月１９日 那須塩原市立東原小学校 尾畑 美智 

１２ １０月１９日 栃木市立西方小学校 橋本 秀則 

１３ １０月２２日 足利市立青葉小学校 本山 路子 

１４ １０月３１日 那須塩原市立関谷小学校 佐藤 実 

１５ １１月１日 栃木市立大平東小学校 岡本 かおり 

１６ １１月５日 足利市立葉鹿小学校 橋本 秀則 

１７ １１月７日 栃木市立吹上小学校 癸生川 清 

１８ １１月２０日 小山市立小山城東小学校 尾畑 美智 

１９ １１月３０日 佐野市立三好小学校 本山 路子 

２０ １２月１日 宇都宮市立昭和小学校 新井 邦明 

２１ １２月１日 宇都宮市立清原東小学校 岡本 かおり 

２２ １２月４日 宇都宮市立西小学校 岡本 かおり 

２３ １２月４日 小山市立若木小学校 橋本 秀則 

２４ １２月６日 栃木市立赤麻小学校 岡本 かおり 

２５ １２月１０日 栃木市立真名子小学校 癸生川 清 

２６ １２月１２日 さくら市立押上小学校 大久保 和之 

２７ １２月１３日 宇都宮市立御幸が原小学校 佐藤 実 

２８ １２月１３日 佐野市立犬伏東小学校 本山 路子 

２９ １２月１８日 大田原市立福原小学校 尾畑 美智 

平成３０年度派遣実績 

◆小学校 テーマ：じょうずに使おうお金と物（家庭科）（学級活動） 



３０ １２月２０日 大田原市立蛭田小学校 佐藤 実 

３１ １２月２０日 宇都宮市立簗瀬小学校 新井 邦明 

３２ １２月２０日 小山市立羽川小学校 橋本 秀則 

３３ １２月２１日 高根沢町立中央小学校 岡本 かおり 

３４ １２月２１日 宇都宮市立姿川第一小学校 佐藤 実 

３５ １月９日 野木町立野木小学校 癸生川 清 

３６ １月１１日 栃木市立赤津小学校 宇賀神 律子他 4AD 

３７ １月１１日 小山市立豊田北小学校 癸生川 清 

３８ １月１１日 大田原市立須賀川小学校 尾畑 美智他 1AD 

３９ １月１１日 小山市立小山第二小学校 橋本 秀則 

４０ １月１５日 小山市立下生井小学校 癸生川 清 

４１ １月１５日 小山市立小山第三小学校 新井 邦明 

４２ １月１６日 小山市立網戸小学校 岡本 かおり 

４３ １月１６日 足利市立山辺小学校 宇賀神 律子 

４４ １月１７日 佐野市立飛駒小学校 宇賀神 律子 

４５ １月１７日 佐野市立田沼小学校 本山 路子 

４６ １月１７日 小山市立豊田南小学校 岡本 かおり他 5AD 

４７ １月１７日 大田原市立湯津上小学校 佐藤 実 

４８ １月１８日 佐野市立出流原小学校 新井 邦明 

４９ １月１８日 佐野市立赤見小学校 尾畑 美智 

５０ １月１８日 那須烏山市立七合小学校 大久保 和之 

５１ １月１８日 小山市立間々田小学校 癸生川 清 

５２ １月１８日 足利市立桜小学校 本山 路子 

５３ １月２２日 大田原市立宇田川小学校 尾畑 美智 

５４ １月２２日 小山市立絹義務教育学校 癸生川 清 

５５ １月２２日 小山市立小山第一小学校 橋本 秀則 

５６ １月２３日 足利市立毛野小学校 宇賀神 律子 

５７ １月２４日 佐野市立吉水小学校 新井 邦明 

５８ １月２４日 佐野市立界小学校 宇賀神 律子 

５９ １月２５日 大田原市立川西小学校 佐藤 実 

６０ １月２５日 佐野市立氷室小学校 宇賀神 律子 

６１ １月２５日 小山市立間々田東小学校 癸生川 清他 5AD 

６２ １月２８日 足利市立富田小学校 岡本 かおり 

６３ １月３０日 佐野市立常盤小学校 本山 路子他 2AD 

６４ １月３０日 足利市立南小学校 宇賀神 律子 



６５ １月３１日 足利市立坂西北小学校 本山 路子 

６６ ２月７日 栃木市立国府南小学校 新井 邦明他 2AD 

６７ ２月２１日 足利市立久野小学校 新井 邦明 

６８ ２月２２日 矢板市立片岡小学校 尾畑 美智 

 

 

 

 

 日  程 会  場 テーマ 講 師 名 

１ ９月８日 足利市立富田中学校 ＩＴトラブルと向き合う 宇賀神 律子 

２ １１月２７日 
足利市立山辺中学校 ＩＴトラブルと向き合う 宇賀神 律子 

１１月２８日 

３ １２月４日 那須塩原市立東那須

野中学校 

中学生のマネー入門（契

約について） 
佐藤 実 

１２月１１日 

 

 

 

 

 日  程 会  場 テーマ 講 師 名 

１ ６月１１日 
宇都宮文星女子高等学

校 

これからのライフプラ

ン 橋本 秀則 

１２月１０日 自動車保険の仕組み 

２ １１月７日 白鷗大学足利高等学校 これであなたもひとり

立ち 

橋本 秀則 

３ ２月５日 栃木県立栃木工業高等

学校 

クレジットカードの仕

組みについて 

大久保 和之 

 

 

 

 日   程    会    場  講 師 名 

１ ６月２９日 栃木県立岡本特別支援学校 尾畑 美智 

２ １２月１４日 栃木県立国分寺特別支援学校 本山 路子他 6AD 

３ ２月２５日 栃木県立今市特別支援学校 尾畑 美智他 3AD 

４ ２月２６日 栃木県立益子特別支援学校 本山 路子他 4AD 

 

 

◆中学校 

◆高校 

◆特別支援学校 



 

 

  日  程  会  場 テーマ  講 師 名  

１ ４月２３日 宇都宮共和大学 マネープランゲーム 橋本 秀則 

大久保 和之 

２ ６月１日 自治医科大学 大学生のための人生

とお金の知恵 

新井 邦明 

３ ７月５日 佐野日本大学短期大

学 

私たちの暮らしとお

金 
癸生川 清 

７月１２日 

４ １０月１７日 栃木県立産業技術専

門校 

私たちの暮らしとお

金 

癸生川 清 

５ １２月６日 白鷗大学 今日から実践できる

パーソナルファイナ

ンス 

橋本 秀則 

 

 

 

 

 

  日  程 依 頼 先   テーマ  講 師 名 

１ ４月２０日 宇都宮市東地域ま

ちづくり推進協議

会 

相続が争族にならな

いために 宇賀神 律子 

２ ４月２３日 社会福祉法人健修

会 老人介護福祉

施設 いずみ苑 

金銭管理や相続 佐藤 実 ５月１４日 

３ ４月２７日 公益社団法人 大

田原法人会 

人生のセカンドステ

ージ 

佐藤 実 

４ ６月５日 グッドライフ清原 エンディングノート 橋本 秀則 

５ ６月９日 芳賀町生涯学習セ

ンター水橋分館 

おこづかいゲーム アドバイザー9名 

６ ６月２０日 下野市南河内東公

民館 

シニアのライフプラ

ン 

宇賀神 律子 

７ ７月２日 
小山市立間々田公

民館 

豊かな老後を過ごす

ために 

新井 邦明 

１０月１２日 金融商品の基礎知識 大久保 和之 

◆その他学校 

◆一般講座 



１１月９日 公的年金制度 岡本 かおり 

１２月１４日 公的健康保険制度 宇賀神 律子 

１月１１日 相続について 佐藤 実 

８ ７月１２日 宇都宮市立西小学

校放課後子ども教

室 

おこづかいゲーム 

アドバイザー7名 

７月２３日 アドバイザー7名 

９ ７月２０日 足利みのりの会 家族信託ってなん

だ！ 

本山 路子 

１０ ８月８日 下野市国分寺公民

館 

おこづかいゲーム アドバイザー6名 

１０月５日 教育費と生活設計 岡本 かおり 

１１ ８月８日 

那須塩原市 

終活で充実のセカン

ドライフ 

佐藤 実 

９月８日 おこづかいゲーム アドバイザー7名 

９月２２日 おこづかいゲーム アドバイザー9名 

１１月１４日 特殊詐欺・悪質商法

への注意喚起 

佐藤 実 

１１月１７日 おこづかいゲーム アドバイザー4名 

１月１２日 おこづかいゲーム アドバイザー8名 

１２ ８月２２日 

那須塩原市ハロー

プラザ 

セカンドライフの生

活設計 

佐藤 実 

８月２９日 相続と遺言書・エン

ディングノート 

佐藤 実 

１２月１６日 おこづかいゲーム アドバイザー5名 

１３ ８月２９日 公益社団法人 鹿

沼日光法人会 

人生のセカンドステ

ージ 

宇賀神 律子 

１４ ９月１９日 足利市三重公民館 人生のセカンドステ

ージ 

宇賀神 律子 

１５ ９月２６日 宇都宮市姿川地区

市民センター 

相続と遺言書・エン

ディングノート 

佐藤 実 

１６ １０月３日 小山市立中央公民

館 

大人のためのお金と

生活の知恵 

橋本 秀則 

１７ １０月１０日 下野市地域包括セ

ンターこくぶんじ 

相続の備え 宇賀神 律子 

１８ １０月１２日 
野木町公民館 

人生のセカンドステ

ージ 

宇賀神 律子 



１０月１９日 相続が争族にならな

いために 

本山 路子 

１９ １１月２日 足利市小俣公民館 豊かな暮らしのマネ

ープラン 

宇賀神 律子 

２０ １１月７日 （一財）栃木県老

人クラブ連合会 

暮らしに役立つ金融 佐藤 実 

２１ １１月１３日 緑が丘小学校放課

後子ども教室 

おこづかいゲーム アドバイザー9名 

２２ １１月２５日 とちぎ青少年セン

ター 

おこづかいゲーム アドバイザー9名 

２３ １２月１５日 栃木県多重債務者

対策協議会 

おこづかいゲーム アドバイザー7名 

２４ １２月２６日 中央小学校放課後

子ども教室 

おこづかいゲーム アドバイザー8名 

２５ １月２９日 栃木市 相続に関わる金融ト

ラブル 

宇賀神 律子 

２６ ２月２１日 足利友の会 相続の基礎知識 宇賀神 律子 

２７ ３月６日 とちぎ健康福祉協

会 

シニアのライフプラ

ン 

宇賀神 律子 

２８ ３月２２日 宇都宮市駒生町西

中丸長寿会にっこ

う 

豊かな老後を過ごす

ために 

佐藤 実 

 

 

 

 

  日   程    市  町   内   容 

１０月２７・２８日 さくら市 

「相続のまめ知識」をテーマにク

イズ・パネルで関心や理解をふか

めていただきました。 

１１月３・４日 大田原市 

１１月１８日 足利市 

１１月２３日 真岡市 

１２月８日 小山市 

１月２７日 下野市 

２月９日 栃木市 

２月１７日 那須塩原市 

◆消費者展への出展 


