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全３回書籍付きマネー講座

お金の小学校

「日本人の金融リテラシーを高め、老
後や将来の不安をなくすことに貢献して
いきたい」という信念から始まった講座
「お金の小学校」は、今や全国各地に広
がりを見せています。

「お金について学びたいが、どんな勉強
をしていいのかわからない」
「将来に向けての貯蓄方法を知りたい」
「家庭の経済状況を見直したい」
―――そんな方に向けて開催しています。
みなさんが不安に思われている、老後
破綻にならないために知っておくべき知
識を、わかりやすく解説します。
難しいと思われがちなお金の話を楽し
く愉快に、小学生に立ち返った気分で、
「学ぶ楽しさ」とともにお金の理解を深
めていただける講座です。

１８４頁の書籍が教科書
復習用の動画も用意
理解を深める為の工
夫として、復習を重視
しています。通常、セ
ミナーや講座は、受講
直後はとても勉強に
次第に記憶も薄れてしまいます。聞いた

なった気になりますが、

これまでの金融教育の実績と、講師陣

けど結局行動まで至らない理由もここに

山 形 で は 初 の 認定 校
の知識と経験の豊かさから、厳正な審査

ております。受講詳細はセミナー開催項

本と動画を活用してしっかり復習して
頂き、希望者には個別相談も実施いたし

あります。

銀行・証券・保険など、金融業界を

にてご確認ください。

をクリア。ＦＰコンパスは山形県では
初の認定校となりました。
テーマとした学校では教えてくれな
い資産形成やお金に特化した授業

ます。実践までサポートする体制が整っ

を今後、毎月開催して参ります。

相続登記の義務化は法律
施行前に相続が発生した不
動産にも遡及されますので、
今からでも相続が発生する
ごとに相続登記を行うこと
は必要です。

・ 時間の経過により相続人が
増え相続登記が複雑になる
・ 他の相続人から勝手に登記
される恐れがある（取り返
しが困難になることも）
・ 必要書類が入手困難となる
こともある（行政機関の法
定保管期限が過ぎた場合
等）
・ 相続不動産を売却すること
や担保にできない
・ 不動産賠償が受けられない
（東日本大震災の原発事故
の賠償等）
・ 空き家となる原因になりや
すい

不動産の相続登記しない
場合の主なデメリット

がある（５万円以下の罰
金規定）
・ 相続時、不要な土地だけ
の相続放棄（所有権放
棄）が可能になる。

相続のポイント「相続登記の義務化」

今まで、相続による不動
産登記は期限などが定めら
れた「法律上の義務」では
なく、事実上「任意」と
なっていました。そのため
未登記のまま長期間放置す
る方が年々増加して様々な
問題が浮上してきました。
そこで問題を解消するた
め相続登記を義務化する法
律が制定（２０２１年４月
可決成立）。施行は３年以
内の政令で定める日として
います。

◇相続登記の改正内容

・ 相続人は相続開始から３
年以内に相続登記をする
必要がある（ 万円以
下の罰金規定）
・ 不動産の所有者の氏名や
住所に変更があった場合
にも、変更日から２年以
内に変更登記をする必要
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▲受講者限定公開の動画（Youtube）

3,000円（税込）
受講料

Inheritance Column

日発生の福島県

お客さまの体に合わせた圧でコリ
をほぐします。手から伝わる体温
や人間の温もりは、リラックス効
果を上げお客さま自身の自然治癒
力の向上につながります。
--------------------------------

----------------------------------たっぷりのエビとアボカドのリッチな
プレート。自慢のコーヒーとセットで
お楽しみください。
-------------------------------------

--------------------------------

------------------------------------人気のコーヒーとパンケーキ。お友達と一
緒におしゃべりしながらのカフェタイムを
お楽しみください。

-------------------------------天童本店だけのメニュー。血行促進、
怪我の回復や集中力向上など様々な
改善が期待されます。

人の手ならではの癒し。 -------------------------------施術30分＋足つぼ30分

お店のＨＰはこちら

この案内を注文時に提示、 ☎ 023-631-2483
2名以上のご注文で
山形市鉄砲町3－1－63

ドリップオン
コーヒーサービス

住
営 9:30〜21:00
日祝のみ19時まで
休水

2,200円＋2,200円＝4,400円のところ4,180円

この案内を
お持ちの方に

☎ 023-666-7678
住 天童市芳賀楯ノ城459-1
身体ゆがみ
営 10:00〜24:00
足圧測定
休 なし
サービス

お店紹介

山形を代表する老舗のカフェ。オリエン
タルな空間で時を忘れ、本格珈琲、創作
スイーツ、モーニング、ランチ等、様々
なSCENEで幅広い年代から人気です。
-----------------------------------

新コーナー

珈琲専科 道

利用者急増中！ＦＰコンパス

公式ＬＩＮＥ登録は
お済みですか？

お友達追加＆
お名前フル
ネームで送信

※ＬＩＮＥだといろいろなお名前で登録されており、友だ
ち追加だけではマッチングができません。ご登録後はなる
べくフルネームを送信いただくようお願い致します。

当社ではお客様との連絡手段として公

式ＬＩＮＥの登録を推奨しております。

お電話では営業時間外や休祝日はつな

がらないこともありますが、ＬＩＮＥで
はメッセージの受付が可能です。他にも

※こちらのQRコードで
登録ができます。

地震保険と
弊社の対応
について

３月

沖地震により被災されま

した皆様に心よりお見舞

申し上げますとともに、早期の復旧をお祈

り申し上げます。

地震保険はそれ単体では契約ができず、
火災保険等に追加して加入します。損害額

の決定は、火災や雪災の損害認定と異なり、

特殊かつシンプルなものになっています。

地震の規模によっては、広範囲にわたっ
て大規模な被害を被る可能性があります。

変更⼿続き完了です。

メモが必要なやり取りもテキストで残る

〒994-××××
天童市××ー××

ので大変便利にお使い頂けます。

ご活用例

・予定の連絡

・事故の受付や写真のやり取り

・契約内容の変更や依頼（住所や条件）

・ちょとした相談（保険／資産形成等）

今後、ニュースレターではお届けでき

なかったタイムリーな情報も提供してい

きますのでこの機会に是非ご登録をよろ

しくお願いいたします。

住所が変わりました
新住所を教えてください。

迅速に保険金をお支払いするためです。修

理の見積書は不要です。

弊社では、地震保険加入のお客様全
員へ、被害確認活動を行なっておりま

す。連絡を差し上げ、被害の可能性がある

場合は順次うかがいますので、ご対応よろ
しくお願いいたします。東日本大震災や昨

年２月の地震の際も同様の活動を行ないま

した。他では例を見ない活動だと自負して

おります。気になることがありましたら、
弊社スタッフまでご一報お願いいたします。

※イメージ
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相続セミナースケジュール
天童市生涯学習講座
♧傈꧊⚥

人生に輝きを
あわてないための相続対策

今すぐ始める相続対策口座：基礎編
武田幸夫

2 0 2 2 年 春 号

5／19(木) 6／23(木)
14:00～16:00

※都合の良い日を
選択してください。

受講料:2,200円･材料費900円

2022年4⽉発⾏（春号） 発⾏⼈／有限会社FPコンパス
発⾏責任者／武⽥ 幸夫 〒994-0082 天童市芳賀タウン北6-2-11 ☎023-607-2345 FAX 023-607-2346

相続が発生すると思わぬ出来事に遭遇することもあります。相続人同士
が分割協議でもめたり、思いもよらぬ高額な相続税額で納税資金に困っ
たりなど、事前に対策を行っていくことが必要となります。具体例を出
しながら対策のあれこれを学びます。

お電話で

申込みフォームから
ＱＲコードを読み取りください

受付時間 9:00 - 21:00
[休館日を除く]

お金の小学校日程
第9期 19:00~20:30

第10期 10:00~11:30

小学校編

お申し込みは
こちらから
日（土）
⬇
小学校編

4月28日（木） 5月14
中学校編
中学校編
5月12日（木） 5月28日（土）
進路相談編
進路相談編
5月19日（木） 6月11日（土）
受講料全３回書籍付きで

3,000円（税込）

ゴールデンウィーク休業予定
4月29⽇（⾦）〜Ｒ4年5月5日（木）まで

Ｒ4年

日

月

火

水

木

金

土

24 25 26 27 28 29 30
5/
1 2 3 4 5 6 7

お電話・メールでも受け付けております。

「いつでも通報サービス」が３月から追加
当社推奨のドラレコ付
任意保険に３月より新機
能「いつでも通報サービ
ス」が追加されました。
緊急通報ボタン

損害保険各社の「事故」発生時の連絡先

携帯でも使用可365日24時間対応
あいおいニッセイ同和
三井住友海上火災

0120-024-024

0120-258-365

これまで大きな衝撃を
損 保 ジ ャ パ ン 0120-256-110
感知しないと安否確認デ
スクとの通信ができませ
セ コ ム 損 害 保 険 0120-210-545
んでしたが、これからは
緊急通話ボタンから手動
で通信が可能になります。 恐れ入りますが、当社では休業中および営業時間
外は留守番電話対応となります。翌営業日以降、
使い方や商品の詳細に
担当者から連絡させていただきます。
ついては弊社スタッフま
でお問い合わせください。 事故時の対応手順などＨＰに記載中→→

