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「お金は、家族が仲良く幸せに暮らすための道具
です」と話すのは、ファイナンシャルプランナーの
前田菜穂子さん。子どもやママたちに向けたマネー
セミナー「親子おこづかい教室」などを主催する
「FPmama Friends（エフ・ピーママ フレンズ）
」
のメンバーとしても活躍しています。
「 欲しい という欲が出た時こそ、お小遣いを始
めるチャンス。限りある中で買い物をすることは、自分に必要
な物
（ニーズ）と、自分が欲しい物
（ウォンツ）の区別を考える
きっかけになります。 おこづかい教室 では、スライドやす
ごろくを使って、ニーズ & ウォンツの適切な選択ができるよう
な訓練をし、上手にお金を使う練習をします」
「家族間でさえ、敬遠されがちなお金の話。しかし お金を
考えること は、どのように生きていきたいかという 人生プ 前田菜穂子さん
ランを考えること なのです。使ったり貯金したり…不便な中
で知恵を出して、物やお金の価値を考えることで、何かを選ぶ時に 自信を持って
選択できる ようになります。そうした経験を繰り返すことで、進路の選択など、
人生における大きな決断をする時にも 自分の価値を見出せる ようになれるので
はないかと考えます」
「お金の使い方は、失敗から学べばいいと思います。だからこそ、子どものうち
に、少額なお小遣いから始めることが大切！親子で話して体験して…お小遣いを
通して、お金と上手に付き合う力が身に付けば良いなと思っています」

無料

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
☎054
1231
（255）

﹁おこづかい教室﹂
の様子

お金と上手に付き合う力

「お金を考える」
ことは
自信や価値観を育てる！

【知っておこう！お金の使い方】
■日時／ 8月18日
（金）
、午前10時〜正午 ■対象／小学1年生〜4年生、15人
※保護者同伴可 ■会場／岡生涯学習交流館（静岡市清水区桜が丘町7-1）
■参加費／200円 ■申し込み方法／ 7月26日
（水）
から、岡生涯学習交流館
窓口、または、電話で受け付け開始
（申し込み順） ☎054
（354）
1350
☆
「親子で学ぶおこづかい教室」
は、随時申し込み受け付け中。問い合わせは、
eメールで eメール＝nahkmaeda@gmail.com
前田さんへ
【FPmama Friendsホームページ】http://www.fpmama.
の問い合わ
せ二次元コ
com
ード
【前田さんのブログ】http://ameblo.jp/ngoheroes

子どもの時から身に付けさせたい！

これからを生きる力
適正な金銭感覚、コミュニケーション力…子どもが社会で活躍し、力強く生きていくために身に付け
たいスキルについて、
親子で考えてみませんか。
夏休みに体験できる講座も紹介します。
（寺田美保記者）
あいさつ、
コミュニケーション…

社会で生きていく力
仕事やものづくりを通じて、社会・経済の仕組みを学ぶ
「静岡市
こどもクリエイティブタウン ま・あ・る」
。小学生以上は、
「こども
バザール」で「お仕事体験」をし、仕事をすると支払われる給料
（疑
似通貨）で、「こどもバザール」内のお店でゲームや買い物をする
ことができます。
「当館は、遊びながら社会の仕組みを学び、子ども同士の関わりの
中で あいさつ コミュニケーション など、生きていく力を養う場
です」と同館副館長の小澤京子さん。
「仕事をしてお給料をもらうこと
で 働くことの楽しさや大変さ を、また、お給料で買い物をしたり
貯金をすることで お金の使い方や計画性 も、楽しんで学びます」。

自主性が芽生え、学校や地域での活躍にもつながる
「小学 4 年生から、希望者は各お店を運営する こども店長 に
なることができます。自主性・創造性が芽生え、この活動を通して
身に付いた自信が、学校や地域での活躍にもつながっていく姿が
見られます。成長して中・高生になった子どもたちがボランティア
として活動しており、年齢を超えた関係が作れることも、大きなプ
ラスになっていると感じています」
プロの仕事を学び、将来への夢を描くことができる「しごと・もの
づくり講座」も定期的に開催（事前申し込み制）。今後は、中・高生向
けのプログラムがさらに充実していく予定です。

2面に続く

静岡市子どもクリエイティブタウン ま・あ・る
静岡市清水区辻1-2-1、えじりあ3・4階
（受け付け3階）
☎054（367）
4320
休館日／水曜 開館時間／ 9:30〜17:30（こどもバザール
祝日、
夏季・冬季・春季長期休暇中の平日に開
は、土・日曜、
催） 入館料／子ども：無料
（市民証登録して市民証を発
行）
、
大人
（18歳以上）
：300円 https://maaru-ct.jp/

8月開催の
「しごと・ものづくり講座」
（木）
◆8月10日
「駿府城発掘調査の現場を探検」
場所／駿府城公園内天守閣発掘調査現場
対象／小学3年生〜中学生の親子
参加費／無料 締め切り／ 7月26日
（水）
◆8月13日
（日）
「ハンチンググライダーづくり」
場所／ま・あ・る 対象／ 3歳〜小学3年生
の親子・小学4年〜高校生
参加費／ 350円 締め切り／ 7月26日
（水）
◆8月19日
（土）
「3Dゲームづくりで学ぶプログラミング」
場所／ま・あ・る
対象／小学生以上の親子・中学生〜高校生
参加費／無料 締め切り／ 8月2日
（水）
◆8月22日
（火）
「紅茶のいれかた講座」 場所／ま・あ・る
対象／小学4年生〜中学生
参加費／ 300円 締め切り／ 8月9日
（水）
※事前申し込み制。応募者多数の場合抽選
※応募方法はホームページで確認を

子どもの時から身に付けさせたい！

これからを生きる力
「消費者トラブル」を未然に回避する力
ネットの「落とし穴」を
意識していますか？

◎ 1 面から続く

間もなく迎える夏休み。自由に使える時間が多く、お金を使う機会も増える
ため、子どもがさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性も高くなる時期です。
「消費者トラブル」を未然に回避する力を身に付けるためにどうしたらよいか、
静岡市市民局生活安心安全課消費生活センターの相談員に、実例を交えた話を
聞きました。

「ゲーム機器、親のパソコンやスマートフォンなど、
インターネットは子どもたちの生活の一部になっています。
トラブルに巻き込まれないように、親子で正しい情報を共有しましょう。また、何かあった時に、すぐに相談でき
る関係づくりを日ごろから心がけることが、トラブル回避の一番の策です」

通信販売

架空請求

「安い」などの部分的情報のみをうのみにしない→利用規約を全て読む！
■「無料」

■身に覚えのない請求には疑いを持つ→自己判断で支払いをしない！

※「無料」になるには「何かを購入しなくてはいけない」などの条件があることが多い

※「未払いがある」
という内容のメールには注意！一度支払うと二次・三次被害の発生も！
※「契約」をしていなければ支
払う必要はない！

■「クーリング・オフ」は適応されない→解約・返品に関する記載情報を事前に確認する！
※商品を手に取って見られないので、「通信販売」にはリスクがある

■「料金先払い」は購入者にリスクがある→事業者の電話番号、住所などをチェック！

登録は 無料 の
オンラインゲーム。
でもアイテムは…

「昨今増えているのが、無料オンラインゲームでの消費者トラブルです。初めは、
保護者にクレジットカード番号を入力してもらいアイテムを購入。やりたい気持ち
を抑えきれずに、保護者に内緒で購入してしてしまい、エスカレートしてクレジット
カードの請求が高額になることも。クレジットカードでの買い物は、お金を払って購
入している という実感がないために起こるので、いつ、どれをどれだけ購入したか
をカレンダーに書き込み、後日親子で請求書と照らし合わせて見せるといいですね」

■ネットの
「クレジットカード決済」の危険性→「クレジットカード番号」を、スマホ・パソコン・
ゲーム機などに登録したままにしない！
※子どもにとってクレジットカード
は、何でも買える「魔法のカード」
。
クレジットカードの利用方法や買い
物の意義を家族で話し合って
※ネットで買い物をする時に入力する
「クレジットカード番号」は、その
都度登録して、利用後は削除する

個人情報を大切に…

「SNS のトラブルも年々急増しています。
いったんネット上に書き込んだ内容は取り消すことはできません」

■ネットでつながっている人がいつも善意の人とは限らない！→安易に個人情報を入力する
のは慎んで！
※他人を装って近づいてくる場合もある
※写真には、位置情報・個人情報が写っ
ているため、SNS に投稿する場合は
十分な注意を
※自分だけでなく、友人や家族の個人
情報も大切に！

適切な消費行動が学習できる
「エブリデイ消費者！」
静岡市消費生活センターが、中学校の家庭
科の副教材として作成した「 エ ブ リ デ イ 消 費
者！」。早期に、適切な消費行動に結びつく知
識や実践的な能力の習得をねらいとしていま
す。具体的な実例が、イラストとともに分かり
やすく紹介されています。
静岡市のホームページからダウンロードで
きるので、
家庭で話し合うきっかけづくりに、
利用してはいかがでしょう。
http://www.city.shizuoka.jp/000̲002109.html

消費やお金の知識を身に付けよう！
【夏休み親子消費者教室】
親子でチャレンジ！お菓子の株式会社〜株式ってなんだろう？〜
主催／静岡市市民局生活安心安全課 消費生活センター
お菓子会社の経営を通じて、商品の企画やお金の流れについて学べる教室。株式会
社のしくみ、消費の意義やお金の大切さを、楽しく学ぶことができそうです。
■日時／ 8月5日
（土）、午後2時〜 4時
■対象／静岡市在住の小学5・6年生と、その保護者20組40人。
※無料託児あり。人数に限りがあるため、申し込み時に問い合わせを
※託児希望者は、7月18日
（火）
までに連絡を
■会場／静岡県教育会館B会議室
（静岡市葵区駿府町1-12）
■参加費／無料
■申し込み方法／ 7月3日
（月）
から受け付け開始。先着順。電話で
■申し込み・問い合わせ／静岡市市民局生活安心安全課 消費生活センター
☎054
（221）
1054

﹁エブリデイ消費者！ｖｅｒ． ﹂
の表紙

※特に「廃盤品」「限定品」「格安品」など、なかなか手に入らないものや、本来の値段より破格に安いも
のを「先払い」で支払う場合は慎重に
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