
 

平成 20 年 6 月 6 日 

各位  

株式会社 りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

株式会社 り そ な 銀 行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近 畿 大 阪 銀 行 

り そ な信託銀行 株式会社  

 

 
子子子子どもどもどもども向向向向けけけけ金融経済教育金融経済教育金融経済教育金融経済教育「「「「りそなりそなりそなりそなキッズマネーアカデミーキッズマネーアカデミーキッズマネーアカデミーキッズマネーアカデミー    ２００２００２００２００８８８８」」」」のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

    

    

りそなグループのりそな銀行（社長 水田 廣行）、埼玉りそな銀行（社長 川田 憲治）、近畿

大阪銀行（社長 桔梗 芳人）は、夏休み企画として子ども向け金融経済教育「りそなキッズマ

ネーアカデミー２００８」を、全国 168 ヶ所※で一斉に開催いたします。 

※昨年は全国 84 ヶ所 延 1,324 名の子ども達が参加されました。今年は全国 168 ヶ所で 2,700 名を 

超える参加を見込んでおります。 

りそなグループでは、平成 17年 8月から、地域・社会貢献活動の一環として、グループの従

業員が講師となり、金融や経済の知識を楽しみながら身につける子ども向け金融経済教育「り

そなキッズマネーアカデミー」を開催しています。この他、学校を訪問しての出張授業や地域

プロジェクトへの参加など、地域・支店での活動も拡がっており、この 4 年間で 200 ヶ所を超

える小学校でも開催してきました。 

これまでの卒業生からは、「経済に興味を持った」、「銀行が身近になった」などのお声をいた

だいております。 

りそなグループでは、今後も地域に愛される 

銀行を目指し、子ども向け金融経済教育を通じて 

地域社会に貢献してまいります。 

    

＜概要＞ 

１．対象  全国の小・中学生（開催場所によって、異なります。別紙をご参照ください。） 

２．セミナー内容 金融や経済の知識を楽しみながら身につける 

３．開催場所 全国 168 ヶ所のりそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の地域、支店等 

  （別紙ご参照） 

４．開催期間 平成 20 年 7 月 19 日（土）～平成 20 年 9 月 20 日（土） 

５．募集期間 平成 20 年 6 月 20 日（月）～平成 20 年 7 月 21 日（月） 

６．応募方法 当社ホームページよりお申し込みいただけます。 

                URL： http://www.resona-gr.co.jp/ 

 

以上 

 



時間時間時間時間 対象対象対象対象 コースコースコースコース 定員定員定員定員

8月5日 (火) 　りそな銀行 札幌支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

7月29日 (火) 　りそな銀行 仙台支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月23日 (土) 　りそな銀行 土浦支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 20組

8月5日 (火) 　りそな銀行 宇都宮支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

7月24日 (木) 　埼玉りそな銀行 本店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 30人

7月28日 (月) 　埼玉りそな銀行 春日部支店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 20人

7月30日 (水) 　埼玉りそな銀行 川越支店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 20人

8月4日 (月) 　埼玉りそな銀行 熊谷支店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 20人

8月6日 (水) 　埼玉りそな銀行 草加支店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 20人

8月8日 (金) 　埼玉りそな銀行 秩父支店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 20人

8月19日 (火) 　埼玉りそな銀行 所沢支店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 20人

8月22日 (金) 　埼玉りそな銀行 本店 10:00～15:30 小学校５・６年生 一日 30人

7月23日 (水) 　りそな銀行 行徳支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

7月26日 (土) 　りそな銀行 市川支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 15組

8月1日 (金) 　りそな銀行 成田支店 13:00～16:00
小学校４～
中学校１年生

半日 15人

8月2日 (土) 　りそな銀行 北小金支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月5日 (火) 　りそな銀行 北習志野支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 千葉支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月6日 (水) 　りそな銀行 浦安支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 船橋支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月7日 (木) 　りそな銀行
江戸川大学サテライトセンター
（流山おおたかの森教室）

13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

開催場所開催場所開催場所開催場所

北海道北海道北海道北海道

栃木県栃木県栃木県栃木県

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

開催日開催日開催日開催日

宮城県宮城県宮城県宮城県

茨城県茨城県茨城県茨城県

千葉県千葉県千葉県千葉県
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時間時間時間時間 対象対象対象対象 コースコースコースコース 定員定員定員定員開催場所開催場所開催場所開催場所開催日開催日開催日開催日

7月29日 (火) 　りそな銀行 秋葉原支店 13:00～16:00 小学校１～３年生 親子 10組

7月29日 (火) 　りそな銀行 学芸大学駅前 13:00～16:30 小学校４～６年生 半日 20人

7月30日 (水) 　りそな銀行 成増支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

8月5日 (火) 　りそな銀行 豪徳寺支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月5日 (火) 　りそな銀行 西新井支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

8月5日 (火) 　りそな銀行 堀切支店 13:00～16:00 小学校３～６年生 半日 20人

8月5日 (火) 　りそな銀行 市ヶ谷支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 荻窪支店 13:00～17:00 小学校３～６年生 親子 20組

8月6日 (水) 　りそな銀行 上野支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 15組

8月6日 (水) 　りそな銀行 小岩支店 13:30～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月6日 (水) 　りそな銀行 王子支店 13:00～15:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 芝支店 13:00～16:00 中学校１～３年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 神楽坂支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 新都心営業部 12:30～16:30 小学校３～４年生 半日 15人

8月7日 (木) 　りそな銀行 本郷支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月7日 (木)
8日 (金)

8月8日 (金) 　りそな銀行 本所支店 13:30～15:30 小学校５～６年生 半日 20人

8月8日 (金) 　りそな銀行 浅草支店 13:00～16:00 小学校１～３年生 半日 20人

8月8日 (金) 　りそな銀行 練馬支店 13:00～16:00 小学校３～６年生 半日 20人

8月8日 (金) 　りそな銀行 亀戸支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 15組

8月9日 (土) 　りそな銀行 西葛西支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月9日 (土) 　りそな銀行 大森支店 12:30～16:30 小学校３～４年生 親子 15組

8月12日 (火) 　りそな銀行 東京国際フォーラム 午後 小学校３～６年生 半日 15人

8月13日 (水) 　りそな銀行 池袋支店 13:00～17:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月16日 (土) 　りそな銀行 東京中央支店 12:30～16:30 小学校３～４年生 親子 20組

8月19日 (火) 　りそな銀行 金町支店 13:00～16:00 小学校３～６年生 親子 25組

8月20日 (水) 　りそな銀行 目白出張所 13:00～17:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月21日 (木) 　りそな銀行 立川支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月22日 (金) 　りそな銀行 東青梅支店 13:00～16:00 小学校１～２年生 親子 20組

8月24日 (日) 　りそな銀行 花小金井研修センター 13:00～15:30 小学校４～６年生 親子 20組

8月26日 (火) 　りそな銀行 大塚出張所 13:00～17:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月27日 (水) 　りそな銀行 目黒駅前支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月27日 (水) 　りそな銀行 常盤台支店 13:00～17:00 小学校５～６年生 半日 20人

東京営業部　りそな銀行

東京都東京都東京都東京都

10:00～16:00 ２日 50人小学校５～６年生
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時間時間時間時間 対象対象対象対象 コースコースコースコース 定員定員定員定員開催場所開催場所開催場所開催場所開催日開催日開催日開催日

8月5日 (火) 　りそな銀行 藤沢支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月6日 (水) 　りそな銀行 横浜支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 30人

8月6日 (水) 　りそな銀行 上大岡支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 相模大野支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月21日 (木) 　りそな銀行 鶴間支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月22日 (金) 　りそな銀行 港北ニュータウン支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 15組

8月5日 (火) 　りそな銀行 長岡支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

7月29日 (火) 　りそな銀行 甲府支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 浜松支店 13:00～16:00 小学校１～６年生 半日 20人

8月6日 (水) 　りそな銀行 静岡支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 30人

8月7日 (木) 　りそな銀行 富士支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

8月8日 (金) 　りそな銀行 名古屋支店 13:00～16:30 小学校５～６年生 半日 20人

8月7日 (木) 　りそな銀行 彦根支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 20組

8月5日 (火) 　りそな銀行 長岡天神支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 20組

8月12日 (火) 　りそな銀行 四条大宮支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 20組

山梨県山梨県山梨県山梨県

新潟県新潟県新潟県新潟県

静岡県静岡県静岡県静岡県

愛知県愛知県愛知県愛知県

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県

京都府京都府京都府京都府

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県
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時間時間時間時間 対象対象対象対象 コースコースコースコース 定員定員定員定員開催場所開催場所開催場所開催場所開催日開催日開催日開催日

7月19日 (土) 　りそな銀行 千里中央支店
1回目
2回目
3回目

小学校４～６年生 親子
20組
20組
20組

7月23日 (水) 　りそな銀行 難波支店 13:00～16:00 小学校６年生 半日 10人

7月23日 (水) 　りそな銀行 歌島橋支店 13:00～16:00
小学校４年生～
中学校２年生

半日 20人

7月24日 (木) 　りそな銀行 茨木西支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 10組

7月28日 (月) 　りそな銀行 上新庄支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

7月29日 (火) 　りそな銀行 吹田支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

7月30日 (水) 　りそな銀行 三国支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 親子 5組

7月30日 (水) 　りそな銀行 千里丘支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月1日 (金) 　りそな銀行 大阪営業部 10:00～17:00 小学校５～６年生 親子 40組

8月1日 (金) 　りそな銀行 瓢箪山支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月1日 (金) 　りそな銀行 鶴橋支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

8月1日 (金) 　りそな銀行 豊中服部支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 15組

8月1日 (金) 　りそな銀行 枚方支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 8人

8月5日 (火) 　りそな銀行 住道支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 大正支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 新大阪駅前支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

8月6日 (水) 　りそな銀行 堺東支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 大阪西区支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 寝屋川支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

8月6日 (水) 　りそな銀行 都島支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 15組

8月6日 (水) 　りそな銀行 北浜支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 梅田支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 12組

8月6日 (水) 　りそな銀行 玉造支店 13:00～16:00
小学校４～６年生
（低学年可）

半日 20人

8月6日 (水) 　りそな銀行 光明池支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月6日 (水) 　りそな銀行 船場支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月6日 (水) 　近畿大阪銀行 浅香支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月6日 (水) 　近畿大阪銀行 志紀支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月7日 (木) 　りそな銀行 平野支店 13:00～15:30 小学校４～６年生 半日 10人

8月7日 (木) 　りそな銀行 我孫子支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月7日 (木) 　りそな銀行 高槻富田支店 9:30～12:30 小学校５～６年生 半日 16人

8月7日 (木) 　りそな銀行 富田林支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 10組

8月7日 (木) 　りそな銀行 佐野支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月7日 (木) 　りそな銀行 生野支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 8人

8月7日 (木) 　りそな銀行 羽曳野支店 10:00～12:00 小学校６年生 半日 10人

8月7日 (木) 　りそな銀行 住吉支店我孫子道出張所 13:00～16:00 小学校１～３年生 半日 20人

大阪府大阪府大阪府大阪府
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時間時間時間時間 対象対象対象対象 コースコースコースコース 定員定員定員定員開催場所開催場所開催場所開催場所開催日開催日開催日開催日

8月7日 (木) 　りそな銀行 阿倍野橋支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月7日 (木) 　りそな銀行 御堂筋支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月7日 (木) 　近畿大阪銀行 寝屋川支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月8日 (金) 　りそな銀行 長瀬支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月8日 (金) 　りそな銀行 泉大津支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

8月9日 (土) 　りそな銀行 金剛支店 13:00～15:00 小学校３～５年生 親子 30組

8月9日 (土) 　りそな銀行 八尾支店 13:00～16:00 小学校１～６年生 半日 10人

8月12日 (火) 　近畿大阪銀行 堺東支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月13日 (水) 　りそな銀行 金岡支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月18日 (月) 　近畿大阪銀行 森小路支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月19日 (火) 　近畿大阪銀行 平野支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月19日 (火) 　近畿大阪銀行 千林西支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月20日 (水) 　りそな銀行 豊中支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 24人

8月20日 (水) 　りそな銀行 新金岡支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

8月21日 (木) 　りそな銀行 柏原支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 8人

8月21日 (木) 　りそな銀行 箕面支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月21日 (木) 　りそな銀行 福島支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 20人

8月21日 (木) 　近畿大阪銀行 今里支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 15人

8月21日 (木) 　近畿大阪銀行 都島支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月21日 (木) 　近畿大阪銀行 八尾支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 20人

8月21日 (木) 　近畿大阪銀行 富田支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 15人

8月22日 (金) 　近畿大阪銀行 牧野支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 20人

8月23日 (土) 　近畿大阪銀行 豊中支店 9:00～12:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月23日 (土) 　近畿大阪銀行 津田支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 20人

8月26日 (火) 　りそな銀行 守口支店 13:00～16:00 小学校１～４学年 半日 10人

8月26日 (火) 　近畿大阪銀行 守口支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月26日 (火) 　近畿大阪銀行 放出支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月27日 (水) 　りそな銀行 京阪京橋支店 10:00～16:00 小学校４～６年生 一日 10人

8月27日 (水) 　近畿大阪銀行 服部支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月27日 (水) 　近畿大阪銀行 石橋支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 10人

8月27日 (水) 　近畿大阪銀行 香里中央支店 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 6人

8月27日 (水) 　近畿大阪銀行 鶴見支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 20人

8月27日 (水) 　近畿大阪銀行 箕面支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

大阪府大阪府大阪府大阪府
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時間時間時間時間 対象対象対象対象 コースコースコースコース 定員定員定員定員開催場所開催場所開催場所開催場所開催日開催日開催日開催日

7月23日 (水) 　りそな銀行 尼崎北支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

7月23日 (水) 　りそな銀行 伊丹支店 13:00～16:00 小学校５年生 半日 15人

7月24日 (木) 　りそな銀行 加古川支店 13:00～16:00 小学校１～２年生 半日 10人

7月24日 (木) 　りそな銀行 三田支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

7月29日 (火) 　りそな銀行 川西北支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 6人

7月29日 (火) 　りそな銀行 神戸支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 15組

8月6日 (水) 　りそな銀行 西宮支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 12人

8月6日 (水) 　りそな銀行 垂水支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

8月19日 (火) 　りそな銀行 姫路支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 10人

8月21日 (木) 　りそな銀行 明石支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月21日 (木) 　近畿大阪銀行 西宮支店甲東園出張所 13:00～16:00
小学校５～６年生
（低学年可）

半日 5人

8月21日 (木) 　近畿大阪銀行 神戸西支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 5人

未定 　近畿大阪銀行 神戸支店（公募なし） 50分 小学校５年生 50分 37人

7月19日 (土) 　りそな銀行 橿原市立畝傍南小学校 9:00～12:00 小学校４～６年生 半日 30人

7月23日 (水) 　りそな銀行 高田支店 9:00～12:00 小学校５～６年生 半日 12人

7月26日 (土) 　りそな銀行
やまと郡山支店
大和郡山市交流会館

9:00～12:00 小学校４～６年生 半日 20人

7月26日 (土) 　りそな銀行 香芝支店 9:00～12:00 小学校４～６年生 半日 15人

7月26日 (土) 　りそな銀行 橿原支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 15人

7月26日 (土) 　りそな銀行 西やまと支店 9:00～12:00 小学校４～６年生 半日 12人

7月30日 (水) 　りそな銀行 大安寺支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 12人

8月1日 (金) 　りそな銀行 新奈良営業部 13:00～16:30 小学校４～６年生 半日 30人

8月2日 (土) 　りそな銀行 吉野支店 10:00～13:00 小学校４～６年生 半日 24人

8月9日 (土) 　りそな銀行 近鉄西大寺支店 10:00～15:00 小学校４～６年生 一日 15人

8月23日 (土) 　りそな銀行 桜井支店 13:00～16:00 小学校５～６年生 半日 15人

8月23日 (土) 　りそな銀行 東生駒支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

8月24日 (日) 　りそな銀行 河原城会館 9:30～12:00 小学校４～６年生 半日 20～30人

9月6日 (土) 　りそな銀行 近鉄西大寺支店 10:00～15:00 小学校４～６年生 一日 15人

9月13日 (土) 　りそな銀行 西武公民館 9:00～12:00 小学校４～６年生 半日 18人

9月13日 (土) 　りそな銀行 近鉄西大寺支店 10:00～16:00 小学校４～６年生 一日 15人

未定 　りそな銀行 学園大和町支店 未定 小学校４～６年生 半日 12人

8月2日 (土) 　りそな銀行 広島支店
1回目9:00～12:00
2回目13:00～16:00

小学校４～６年生 半日
15人
15人

8月1日 (金) 　りそな銀行 北九州支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

8月5日 (火) 　りそな銀行 福岡支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 親子 15組

8月7日 (木) 　りそな銀行 久留米支店 13:00～16:00 小学校４～６年生 半日 10人

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

福岡県福岡県福岡県福岡県

広島県広島県広島県広島県

奈良県奈良県奈良県奈良県
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