
お金の守り方セミナー 

～税金・確定申告の基本から 

経営者マインドのインストールまで～ 

 

こんにちは、藪内です。 

 

今回は半年ぶりにセミナーを開催するので、そのお知らせです。 

 

前回のセミナーは「特許翻訳」に関する内容でしたが、 

今回は「お金との付き合い方」がテーマです。 

 

この案内を読んでいただいているあなたは、 

おそらく「2種類のお金の悩み」をお持ちではないかと思います。 

 

1つは、「お金の稼ぎ方」について。 

もう 1つは、「お金の守り方」について、です。 

 

今回扱うテーマは、後者の「お金の守り方」です。 

 

具体的に言うと、税金や各種保険といった、 

私たちが稼いでいるお金を取り巻く様々な仕組みや、 

確定申告に関係する制度をどうやって上手に利用するのか、 

どんな風に節税をするのか、などについて。 

 

更には、「お金をどのように守るか」という 

話を発展させて、 

「どのように自分が持っているリソースを活用するのか」 

についても、合わせて扱います。 

 

ここからはまず詳しい案内をしますが、 

申し込みをすぐにしたい！という方は案内の最後から申し込んで板だけます。 

ただ、申し込み後でも構いませんから、 



この案内は一通り目を通しておいて下さい。 

 

 

仕事の忙しさや数学の苦手意識から 

お金との付き合いに目を背けていませんか？ 

 

いきなりですが、「あなたの仕事は何ですか？」 

という質問をしたときに、あなたはどう答えますか？ 

 

フリーランスとして仕事をされている方も 

会社勤めで仕事をされている方も 

 

恐らく全員が、普段自宅やオフィスでしている仕事を 

詳しく説明することと思います。 

 

ただ、これと同じくらいに大切で、 

しかも多くの人が目を背けがちな大切な仕事が 

「お金を守ること」です。 

 

あなたが、どんな肩書きや方法で仕事をしていようとも 

全員に共通する「お金を守る」仕事、 

 

もっと言うと「お金と付き合う」仕事を 

うまくこなせている人は、案外多くはありません。 

 

 

その理由には、 

・これまでお金との付き合い方について（学校などで）学ぶ機会がなかった 

・仕事を始めてから勉強をしたいけれど、本業が忙しくて時間が取れない 

・昔から数学に苦手意識があって、数字やお金が絡む話は苦手 

などがあると思います。 

 

 

ただ、とても当たり前の話をすれば 



私たちは普段の仕事で稼いだお金を使って 

私生活や仕事にお金を使っているわけです。 

 

稼いだお金以上のお金を使ってしまうと 

当然貯金はできませんし、 

 

フリーランスであれば、加えて 

自分で所得を申告して、税金を納める（＝確定申告） 

を行う必要もあります。 

 

 

言ってみれば、お金は私たちの生活や仕事で必要な 

大切な道具の 1つであり、 

 

お金と向き合ってそれらを使う、守るというのは 

仕事道具にメンテナンスを加えて丁寧に使い続けることだ 

と言うこともできるわけです。 

 

 

もっと言うと、お金と向き合うこと、正しく付き合っていくことは 

人生のどこかで必ず経験しないといけないことです。 

 

今までは忙しさや苦手意識を理由に 

遠ざけることができていた問題かもしれませんが、 

 

きちんとお金と向き合ってこなかったことで 

必要以上のお金が懐から出て行ってしまっているかもしれませんし、 

これから歳を重ねていくにつれて 

多くの不利益を被ってしまうかもしれません。 

 

 

今回のセミナーでは、 

これまでお金との付き合いを避けてきたけれど 

これからもっとお金に強くなって、 

自分でお金を守れる、上手く活用できるようになりたい 

 



とお考えのあなたに、多くのことを学んで頂き 

これからの人生で長きにわたって活用して頂ける内容としました。 

 

 

今回のセミナーのテーマは 2つあります 

 

今回、このテーマでセミナーを開催するにあたって 

考えたことがありました。 

 

それは、単に節税対策や確定申告についてのテーマだと 

税理士などの専門家にはかなわない、ということです。 

 

考えてみれば当然ですが、 

税理士といった士業の方は 

お金についての専門家なわけですから、 

国家資格を持っていない私のような素人が 

同じテーマを取り扱っても、見劣りするのは明らかです。 

 

そこで、「自分にしかできないコンテンツはどういうものか？」 

ということを考え続けた結果、 

単に節税・確定申告の話にとどまらず 

もっと広い視点で、お金を捉えて上手く活用していく 

という内容にたどり着きました。 

 

そのため、「お金の守り方セミナー」では、 

・お金を守るために必要な税金や確定申告について学び理解を深める 

ことに加えて、 

 

・自分がもっているお金や時間、エネルギーといったリソース（＝資源）を 

どのように有効活用していくのか 

 

といった、一般的な税金・確定申告セミナーでは学べない内容についても 

学んで頂けるようにしました。 

 

まず、税金・確定申告関係については 



例えば以下のようなトピックを取り扱います。 

 

●私たちを取り巻く税金周りの制度は、そもそもどんな風になっているのか？ 

（世の中に出回っている確定申告や節税ガイドの本には、「確定申告の方法」や「節税

のテクニック」については詳しく書かれていますが、そもそも、どれだけの収入に対

してどれだけの税金がかかるのか？ ということや、どんな種類の税金がかかるの

か？ ということについては、あまり触れられていません。これらの仕組みを一通り

理解することで、日本の税金の「全体的なシステム」がどのようになっているのか、

ということが分かるようになります。節税法や確定申告の方法が「枝」であれば、全

体のシステムを理解することは「幹」の部分にあたる、とても大切なことです。今回

のセミナーではまず、この「全体像」を理解することから始めていきます） 

 

●お金を守るときに避けては通れない用語のおさらい 

（確定申告をしたことがない方でも、「経費」「按分」「控除」「減価償却」「源泉徴収」

といったような言葉は、これまでで一度や二度は耳にしたことがあるはずです。これ

らの言葉をあいまいに理解していると、税金の支払いで損をしているかもしれませ

ん。これまで税金や確定申告から目を背けてきた方のためにも、これらの言葉が具体

的にどんな意味を持っていて、私たちはこれら「按分」「控除」といった仕組みをどの

ように活用すればいいのか、について学んで頂けます） 

 

●できるだけ多くの支出を経費で落とす方法（私の具体例を多く紹介します） 

（税金と向き合ううえで必ず出てくるのが「経費で落とせる」「経費で落とせない」と

いう言葉です。節税の視点から考えると、「できるだけ多くを経費で落とす」ほうがい

いのですが、それに限界があるのも事実です。セミナーでは、その限界をできるだけ

高めるための「経費の落とし方」についても、私がこれまで取り組んできた具体的な

方法にも触れながら説明をします） 

 

●どれだけのお金を経費で落とすと、どれだけの節税になるのか 

（あなたは、もしかすると「経費で落とせば全額が節税になるんじゃないの？」とお

思いかもしれませんが、それは正しくはありません。具体的に、どれだけの額を経費

で落とすと、どれだけの節税になるかについてもお話しします） 

 

●税務署から怪しまれないための経費の落とし方 

（できるだけ多くのお金を経費で落とすほうがよい、とは言うものの、何にも「節

度」というものがあります。あなたがこれからフリーランスとして仕事をする、ある

いは現在フリーランスとして仕事をしているのであれば、どういう点に注意して経費



を計上すればいいのかをお話しします） 

 

●会社員が知っておくべき節税の方法 

（会社員とフリーランスでは、利用できる制度や税金の仕組みが違っている場合があ

ります。仕組みの大枠はセミナー冒頭でお話ししますが、加えて、会社員が知ってお

きたい節税対策、確定申告の方法についても取り扱います） 

 

●会社員とフリーランス、税金面で有利なのはどちらなのか 

（世間では、フリーランスは会社員より「格上」のような風潮、論調が一定数存在し

ますが、私はこれらに上下差はないと考えています。ただ、税金やお金の面から捉え

ると、それぞれの長所と短所が存在するのも事実です。それらを比較することで、あ

なたが今置かれた立場をどのように最大限活用するか、今後どのような舵取りをすれ

ばよいかを考えることができます） 

 

●確定申告をするなら、青色申告を利用すべき理由 

（確定申告をする際には、白色申告と青色申告の 2つから選択することが可能です

が、オススメは断然「青色申告」です。その理由についてもセミナーではお伝えしま

す） 

 

●自分で確定申告をする際の注意点とは 

（これから確定申告を自分でする、という方向けに、私のこれまでの経験を踏まえて

た注意点をお話しします。なお、現在既に確定申告を自分でされている方にも、改善

点が見つかるかもしれません） 

 

●仕事とプライベートの境目をなくすのがいい理由 

（世間では、仕事を優先するだけでなく、プライベートを優先する働き方や価値観が

強くなっていますが、お金と向き合うには、仕事とプライベートの「境目をなくす」

という考え方を取り入れる必要も出てきます。その理由をセミナーではお伝えしま

す） 

 

●節税をするのであればお金は使わずに手元に残したほうがいい？その意外な理由 

（「節税のためには経費を落とす」と上で書いていることに一見矛盾するようですが、

時と場合によっては、素直に「お金を残して税金を納める」のが、一番の節税対策に

なることもあります。それはどんなケースなのか？ そして、経費を落としたほうが

節税になるケースも合わせて紹介します） 

 



●海外に長期滞在する際の税金対策 

（1年ほど、フリーランスをしながら海外で生活をしていました。その際の私の注意

点や対策も披露します） 

 

 

 

次に、税金・確定申告の理解を踏まえて 

セミナーの後半では例えば以下のようなトピックを学んで頂けます。 

 

●長期的に考える、節税と投資の関係 

（これから長くお金を稼いでいくのであれば、「節税」というテクニックに走るのでは

なく、「投資」に重点を置いたほうがいい場合もあります。後半では「目先のお金の守

り方」を離れて、もっと視点を高くして「お金の節約と、自分への投資のどちらが大

事か」についてもお話しします） 

 

●これからの時代は本当に「お金の価値が減っていく」のか 

（最近では、「シェアエコノミー」や「評価経済」という言葉が出てきているように、

とても低価格、あるいは時には無料で、サービスやシステムを利用できることも多く

なってきました。こういう傾向もあって、「お金の価値はだんだんと減っていく」とい

う見方もありますが、このテーマをどのように捉えればいいのか？ についてもお話

しします） 

 

●「お金」と同じくらい大切な「時間」と「エネルギー」を効果的に使う方法 

（税金や節税のことを考えると、どうしても「お金」が大切なものだと考えてしまい

がちですが、見方を変えると、お金は相対的には大切なものではないこともありま

す。その見方を変えるために、「時間」と「エネルギー」という視点を加えて、これら

の優先順位やバランスについてお伝えします） 

 

●税金の知識を利用して、身の回りの情報を正確に読み解く方法 

（税金やお金の勉強をするメリットは、なにも節税ができる、経営者視点を身につけ

ることだけに留まりません。税金関係の知識を持ち合わせることで、世の中のニュー

スや情報をより正確に捉えて理解することができ、いわゆる「情報弱者」にならずに

済むことができます） 

 

●外注を活用するかしないかの判断基準 

（あなたの限られたリソース（時間、お金、エネルギー）を有効活用するには、時に



は仕事を外注に任せる、という必要も出てきます。ただ、この方法は一歩間違える

と、効率化ではなく非効率化を促してしまうことになりかねません。仕事や雑務を外

注に任せる時の判断基準を理解して、あなたのリソースをより上手に活用していきま

しょう） 

 

●自分の人生を長期的な視点で捉えることの大切さ 

（目先のお金にとらわれてしまうと、長期的に考えるとあなたは人生を大きく損して

しまうかもしれません。そのような状態に陥らないために必要な考え方も解説しま

す） 

 

●全員が持っている「3つの資本」から、自分の人生を見つめなおす方法 

（実は世の中の人間全員が持っている「3つの資本」というものがあります。セミ

ナーではこれらを詳しく解説し、参加者 1人ひとりがどのようにそれらの資産を活用

していくかを考えて頂きます） 

 

●日常に「経営者目線」を取り入れるのが大切な理由 

（「経営」と言うと、大きな工場や会社の経営者をイメージしがちですが、「経営」と

いう考え方は、全ての人がこれから持ち合わせるべき視点（考え方）となります。こ

のセミナーで「経営者目線」を取り入れて、毎日を捉えるようにして頂きたいと思い

ます） 

 

 

 

今回お話しする内容は全て、 

身につけることで何年も活用できる知識や考え方です。 

 

学んで頂く内容に即効性のあるものもありますが、 

これからじっくりと時間をかけて 

お金のことについての理解を深めて自分のレベルを高めたい、 

 

とお考えのかたには非常に学びの多い内容となっています。 

 

 

セミナーのアフターフォローについて 

 



今回のセミナーでは、取り扱うトピックのボリュームが多いため 

一度で全ての内容が理解できない場合も出てくるかと思います。 

 

そのため、参加者にはメルマガなどを使って 

フォローアップコンテンツをお送りしていきます。 

 

セミナー参加後も、何度も勉強をして 

より多くのことを理解して頂けるようにしました。 

 

もちろん、これらのアフターフォローも 

セミナー料金に含まれています。 

 

 

なお、確定申告の手続き（会計ソフトの具体的な操作方法）については 

セミナーでは取り扱う予定ですが 

セミナー後の個別フォロー・コンサルは行わない予定です。 

 

その点は予めご了承頂ければと思います。 

 

 

さて、以下は申し込み手続きについての案内です。 

 

セミナー概要 

・日時：： 

11月 26日（日） 13時～18時頃（その後懇親会） 

場所：東京駅周辺（申込者にのみ追ってご案内差し上げます） 

※セミナー後、懇親会を行います（参加自由） 

 

料金： 

48000円（税込） 

 

なお、23日（木・祝）の 22時までにご利用頂ける 

早割クーポンを使用すると、 

 

38000円（税込） 



でのお申し込みが可能です（10000円の割引） 

（クーポンの利用方法は後述します） 

 

※クレジットカードまたは銀行振込 

※懇親会は別途実費 

 

※当セミナーは撮影クルーの収録がはいります。当セミナーの参加者は原則、映像

（或いは音声）に映り込むこと、質疑応答などでのやり取りや会話などは原則収録さ

れ公開される可能性があることを承諾の上、ご参加ください。後から「消してくださ

い」などは対応できません。顔や名前出しＮＧの方は、申込時に備考欄にその旨ご記

入下さい。当日はその旨考慮の上対応させて頂きます。 

 

 

お申し込み方法 

 

以下のリンク先より、数量「１」を選択し、ご購入手続きにお進み下さい。 

 

お金の守り方セミナー（東京）に申し込む 

 

＜申し込み手順＞ 

① 数量を選択したあと、「カートに入れる」をクリックすると 

「カートの中身」という画面に飛びます。 

 

② 申し込み内容をご確認のうえ 

「ゲストとして購入」「PAY IDで購入」のいずれかをご選択下さい。 

（初めてのかたは「ゲストとして購入」をオススメします） 

 

③ 「購入者情報の入力」というページに飛ぶので 

必要情報をご入力下さい。 

（会場案内などはメールアドレスにお送りするので 

 お間違えのないようにご入力下さい） 

 

④ 懇親会参加希望の場合、備考欄に「懇親会参加」とご入力下さい。 

（ご入力がない場合、懇親会は不参加でのお申し込みとさせて頂きます） 

https://myplatform.theshop.jp/items/8970628


 

⑤ 決済方法をお選び頂き、必要情報をご入力下さい 

クレジットカード、銀行振込をご利用頂けます。 

※銀行振込は 11 月 24 日午後以降はご利用になれません。（振込手続きにかかる日

数の関係です） 

24日午後以降に銀行振込での申し込みをご希望の場合は、 

当日受付にて現金支払いとさせて頂きます。 

 

⑥ クーポンコードをご入力下さい 

11月 23日 22時までのお申し込みには、 

早割が適用されます。 

「クーポンコード」と書かれた欄に 

 

seminar_hayawari 

 

この文字列をご入力下さい（金額が 38000円になっているのをご確認下さい）。 

 

 

※領収書の発行に関して：銀行振込では、ご購入時にお送りされるメールアドレスを印

刷して領収書の代わりとして頂くことが可能です。クレジットカード決済では、お支払

いの明細を領収書としてお使い頂くことが可能です。 

 

※フォームにご入力頂いた個人情報は、セミナーに関係する告知や連絡のためだけに使

用致します。また、氏名欄に本名を記載されずに申し込まれた場合、運営者側で判断の

うえ詳細の連絡を差し上げない恐れもございますのでご注意下さい。 

 

 

セミナーコンテンツの販売について 

 

セミナーコンテンツは当日収録の上編集・加工を行い、動画コンテンツとして資料と共

販売予定です（今回のセミナーは、東京以外の場所でも行う予定のため、コンテンツ販

売の時期は未定です）。 

 

 

 



 

 

当日お目にかかれることを楽しみにしています。 

 

 

 

※ご不明点、ご質問があれば 

info@jiyuugatanookite.com 

までお問い合わせ下さい。 

mailto:info@jiyuugatanookite.com

