
14:00～15:00

18:30～19:30

10:30～11:30

14:00～15:00

14:00～15:00

14:00～15:30

開催日 講　師 セミナー 内　容

12/  4(水)

12/  5(木)

(土)12/  7

14:00～15:30

(金)12/13

12/14(土)

12/17(火)

誰もが通る高齢という道、判
断能力が衰えたときのための
「成年後見制度」について、専
門家である行政書士が、寸劇
を交えやさしく解説します。

門松についてのお話と、ミ
ニ門松作りをお楽しみいた
だきます。※このセミナーは
抽せんです。裏面のご案内をご
参照ください。

ミニ門松教室

12/19(木)

12/20(金)

10:30～11:30

三井住友海上火災保険株式会社
確定拠出年金推進室
　　　　　　       アドバイザー

アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
投資信託プロモーション第一部

なごや竹和会
＜抽せん16名＞

コスモスあいち
支部長
行政書士

平松　里香 氏

三宅　俊之 氏

ご存知ですか？成年後見制度
～誰がどんなときにどうやって～

初心者向け

初心者向け

なぜ必要なの？外貨の資産運用
リスクが怖くて資産運用を
始められないとお悩みの方
に、外貨建資産の魅力とリス
クへの対策をお話します。

税金の仕組みから学ぶ
iDeCo（個人型確定拠出年金）の活用法

普段なにげなく食べているパンの秘
密やパンの歴史など、意外と知られ
ていないパンの奥深い世界へご招
待します。※2019年5月8日開催の同セ
ミナーにご参加の方はご遠慮ください。

パンのおいしさの秘密
敷島製パン株式会社
新規チャネル開発推進グループ
マネージャー兼アトリエパスコ館長　

栗田 木綿子 氏

少額から始められる積立
投資について基礎からわか
りやすく説明します。

資産形成ってどうやるの？
気軽に始める投資信託

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
名古屋支店　

シニアマネージャー 野々村 大治 氏

青山 えりか 氏

日本生命保険相互会社
金融法人第二部
金融法人担当営業課長

オリンピック後の国内市場
はどうなる？日本株式市場
とＪ－ＲＥＩＴの現状と見
通しについて解説します。

日本株式とＪ-ＲＥＩＴの
今後の見通し

年金相談会 事前予約制です。お電話にて
ご予約ください。（お一人さま ４５分）
①10：00～10：45　②10：45～11：30
③11：30～12：15   ④13：15～14：00
⑤14：00～14：45　 ⑥14：45～15：30

個別に相談を承ります。年金相談員が『年金請求書』
作成のお手伝いや、年金の疑問にお答えします。

名古屋銀行　個人営業部
資産運用コンサルティンググループ
　　　　　       年金相談員

(日)

(土)

iDeCoは税制メリットを享受できる
制度です。このセミナーでは税制・
所得控除の基礎知識をわかりやす
く説明します。これから始める方も
既に加入している方も対象です。

初心者向け

名古屋銀行
相続相談プラザ

榎本　直樹 

ゼロからわかる相続セミナー
相続専門の担当者がわかり
やすく説明します。セミナー
後の個別相談も可能です。
（個別相談はご予約優先です。）

9

大名古屋ビルヂング16階の名古屋銀行ハートフルプラザでは、
個人の皆さまの暮らしに役立つセミナーを開催いたします。どうぞお気軽にご参加ください。

大名古屋ビルヂング16階の名古屋銀行ハートフルプラザでは、
個人の皆さまの暮らしに役立つセミナーを開催いたします。どうぞお気軽にご参加ください。

ＴＥＬ：052‐562‐0758　ＦＡＸ：052‐562‐5777（担当：朝日・藤本）
※ハートフルプラザにはイセタンハウス1Fから
　Lifestyle＆Services専用直通エレベーターをご利用いただき16階までお越しください。
※専用駐車場はございません。公共交通機関をご利用いただき、ご来場ください。

平日10：45～19：00  土曜日9：45～18：00営業時間

日・月曜日、祝日休 業 日

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング16階住 所 駅
屋
古
名
Ｒ
Ｊ

駅
屋
古
名
鉄
下
地

ジェイアール
名古屋
タカシマヤ

ジェイアール
名古屋
タカシマヤ

JRセントラル
タワーズ

JRセントラル
タワーズ

ミッドランド
スクエア
ミッドランド
スクエア名鉄

百貨店

ユニモール（桜通地下）

大名古屋ビルヂング16階

線
川
江

線
川
江

名古屋
国際
センター

口
通
桜

口
通
閤
太

泥江町

最終データ保存日：19.10.9/10.17/10.18MAC-2 校了日：00.00.00

●セミナーはご予約優先です。定員になり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。定員についてはセミナーにより異なります。（各回２０名程度）●お申込は、お電話・
FAX・ホームページで承ります。FAXでお申込の場合は裏面の申込書をご記入の上、送信してください。●講師は変更となる場合がありますのでご了承ください。●シリーズのセミナー
については、どの回からもご参加いただけます。●予期せぬ天候不良・天災等により、開催日の変更または開催中止となる場合がございます。●開始後10分経過しますと、受付は終了さ
せていただきます。受付終了後はご参加をお断りする場合がございます。●ご欠席される場合は、事前に下記電話番号までご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。

参加費無料

年金相談会 ご予約優先です。お電話にて
ご予約ください。（お一人さま ４５分）
①10：00～10：45　②10：45～11：30
③11：30～12：15   ④13：15～14：00
⑤14：00～14：45　 ⑥14：45～15：30

個別に相談を承ります。年金相談員が『年金請求書』
作成のお手伝いや、年金の疑問にお答えします。

名古屋銀行　個人営業部
資産運用コンサルティンググループ
　　　　　       年金相談員

12/  1(日)
12/21(土)

1月開催セミナーは12/3（火）よりご案内開始の予定です。1月開催セミナーは12/3（火）よりご案内開始の予定です。

12月開催セミナーのご案内12月開催セミナーのご案内

n9301010
テキストボックス
満員御礼

n9301010
テキストボックス
満員御礼

n9301010
テキストボックス
受付終了

n9301010
テキストボックス
満員御礼



①10：00～10：45　②10：45～11：30　③11：30～12：15

④13：15～14：00　⑤14：00～14：45　⑥14：45～15：30
12/1(日)・12/21(土) ご予約優先です。お電話にてご予約ください。

年　金
相談会

お名前

ふりがな

〒
ご住所

お電話番号 お取引支店
（お取引がある場合） 支店

ご希望のセミナーに○をつけ、ご参加人数をご記入ください。

参加
ご希望の
セミナー

【ご案内】このセミナーは抽せんです。お一人さま毎にお申込ください。
お申込締切：2019年11月26日（火）　抽せん後、当せんされた方へ
の参加証の発送をもって発表にかえさせていただきます。

様

14 : 00～15 : 00

「パンのおいしさの秘密」12/ 4 (水)
名

18 : 30～19 : 30

12/ 5
名

10 : 30～11 : 30

(土)
名

14 : 00～15 : 30

12/20 (金)

10 : 30～11 : 30 名

12/ 7

12/14(土)

12/17(火)

(木)

14 : 00～15 : 30

(金)
名

12/13 「ご存じですか？成年後見制度」

14 : 00～15 : 00

名

名
12/19

「ゼロからわかる相続セミナー」

「資産形成ってどうやるの？
　　　　気軽に始める投資信託」

「日本株式とJ-REITの今後の見通し」

「なぜ必要なの？外貨の資産運用」

～誰がどんなときにどうやって～

※2019年5月8日開催の同セミナーにご参加の方はご遠慮ください。

〈初心者向け〉

〈初心者向け〉

「税金の仕組みから学ぶ
    iDeCo（個人型確定拠出年金）の活用法」

〈初心者向け〉

「ミニ門松教室」 ＜抽せん　16名＞

14 : 00～15 : 00

(木)

名

※ご記入いただきました個人情報はセミナーの運営のために使用させていただき、第三者に提供することはありません。

商号：株式会社名古屋銀行／登録金融機関：東海財務局長（登金）第１９号／加入協会：日本証券業協会

名古屋銀行主催のセミナーにおきましては、お客さまの目的やご投資の経験等に応じて、お客さまのニーズに即した個別商品のご案内および勧誘をさせていただくこと
があります。ご案内を差し上げる商品の中には、所定の手数料をご負担いただく商品および価格の変動等により投資額を下回る（元本割れ）商品もあります。商品ごとの
手数料等およびリスクは異なりますので、お申込みに際しては当該商品の契約締結前交付書面等を十分にお読みください。また、詳しくは窓口へお問合せください。

1

FAXでセミナー参加申込をご希望される場合は、下記の必要事項をご記入いただき送信してください。
FAX到着後の確認電話は致しておりません。参加証は開催1週間ほど前に送付致します。
但し、満員等でご予約をお受けできない場合は連絡させていただきます。
FAX到着確認電話をご希望の場合はどちらかにチェックを入れてください。    
　　　□ 申込受付店　(担当：　　　　　　)　　　□ ご記入の電話番号

銀行使用欄
お客さま番号

送付先（名古屋銀行ハートフルプラザ）FAX：052-562-5777

n9301010
テキストボックス
満員御礼

n9301010
テキストボックス
満員御礼

n9301010
テキストボックス
受付終了

n9301010
テキストボックス
満員御礼



14：00～15：30

14：00～15：00

16：00～17：00

10：30～11：45

14：00～15：00

開催日 講　師 セミナー 内　容

1/11(土)

(水)1/15

14：00～15：30

(水)1/22

1/23(木)

1/24(金)

身近な出来事と景気は、意外な
関係があります。プロ野球、テ
レビ番組、天候などの切り口
で、今の経済状況と今後の見通
しをわかりやすくお話します。

世界中の美味しいショコラを求
めて訪ね歩き、その美味しさと現
地の人々との交流をお話します。
※このセミナーは抽せんです。裏
面のご案内をご参照ください。

パティシエ 田中千尋の
美味しいショコラを探して

1/25(土)

1/30(木)

14：00～15：00

株式会社Financial  DC  Japan
代表取締役

＜抽せん 20名＞

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
理事

宅森　昭吉 氏

岩崎　陽介 氏
カフェタナカ
グランシェフ　

田中　千尋 氏

～2019年の振り返りと、どうなる2020年？～

円満な相続に向けた
生前贈与の有効な活用法

身近なデータからみた経済動向

相続・贈与について興味、関
心が高まる中、一般的な相
続対策での生前贈与につい
て説明します。

世界経済を牽引し続けるア
メリカ。足元の投資環境や
2020年の見通し、今後期待
される分野「5G」についてわ
かりやすく解説します。

米国マーケットの現状と
2020年の見通し

～注目が高まる次世代通信技術「5G」～

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
顧客サポート推進部
調査役

丸川　駿介 氏

脳の活性化のためには、快適な「視生
活」が必要です。眼の機能とメガネを選
ぶヒントをわかりやすく解説します。
メガネが身体に与えるいい効果と脳活
体験をしてリフレッシュしましょう。

脳の活性化は目から
あなたの知らないメガネの世界

東海光学株式会社
女子開統括リーダー

金川　幸子 氏

田村　修平 氏

積立投資（ドルコスト平均法）
について、ゲームを通して体
験していただくセミナーです。
投資初心者の方も楽しく参
加できます。

積立投資をはじめよう
ドルコスト平均法ゲームセミナー

年金相談会 事前予約制です。お電話にて
ご予約ください。（お一人さま ４５分）
①10：00～10：45　②10：45～11：30
③11：30～12：15   ④13：15～14：00
⑤14：00～14：45　 ⑥14：45～15：30

個別に相談を承ります。年金相談員が『年金請求書』
作成のお手伝いや、年金の疑問にお答えします。

名古屋銀行　個人営業部
資産運用コンサルティンググループ
　　　　　       年金相談員

(日)

(土)

法人向け

初心者向け

名古屋銀行
法人営業部
法人ＩＴソリューショングループ

北河　孝修 

でんさいセミナー
～電子記録債権の活用法～

でんさいと手形の比較、取
引の流れ、事務負担の軽
減、具体的な操作イメージ
を説明します。

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社
東海営業部　課長代理

14：00～15：00

1/10(金)
初心者向け

知って安心相続セミナー①
相続の基礎知識

相続が発生したらどうなるの？
諸手続きの流れについて初めての
方にもわかりやすく説明します。セ
ミナー後の個別相談も可能です。
（個別相談はご予約優先です。）

名古屋銀行
相続相談プラザ

榎本　直樹 2回シリーズ

新春スペシャル新春スペシャル新春スペシャル新春スペシャル

新春スペシャル新春スペシャル新春スペシャル新春スペシャル

大名古屋ビルヂング16階の名古屋銀行ハートフルプラザでは、
個人の皆さまの暮らしに役立つセミナーを開催いたします。どうぞお気軽にご参加ください。

大名古屋ビルヂング16階の名古屋銀行ハートフルプラザでは、
個人の皆さまの暮らしに役立つセミナーを開催いたします。どうぞお気軽にご参加ください。

ＴＥＬ：052‐562‐0758　ＦＡＸ：052‐562‐5777（担当：朝日・藤本）
※ハートフルプラザにはイセタンハウス1Fから
　Lifestyle＆Services専用直通エレベーターをご利用いただき16階までお越しください。
※専用駐車場はございません。公共交通機関をご利用いただき、ご来場ください。

平日10：45～19：00  土曜日9：45～18：00営業時間

日・月曜日、祝日休 業 日

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング16階住 所 駅
屋
古
名
Ｒ
Ｊ

駅
屋
古
名
鉄
下
地

ジェイアール
名古屋
タカシマヤ

ジェイアール
名古屋
タカシマヤ

JRセントラル
タワーズ

JRセントラル
タワーズ

ミッドランド
スクエア
ミッドランド
スクエア名鉄

百貨店

ユニモール（桜通地下）

大名古屋ビルヂング16階

線
川
江

線
川
江

名古屋
国際
センター

口
通
桜

口
通
閤
太

泥江町

最終データ保存日：19.11.11/11.14/11.20MAC-2 校了日：00.00.00

●セミナーはご予約優先です。定員になり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。定員についてはセミナーにより異なります。（各回２０名程度）●お申込は、お電話・
FAX・ホームページで承ります。FAXでお申込の場合は裏面の申込書をご記入の上、送信してください。●講師は変更となる場合がありますのでご了承ください。●シリーズのセミナー
については、どの回からもご参加いただけます。●予期せぬ天候不良・天災等により、開催日の変更または開催中止となる場合がございます。●開始後15分経過しますと、受付は終了さ
せていただきます。受付終了後はご参加をお断りする場合がございます。●ご欠席される場合は、事前に下記電話番号までご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。

参加費無料

年金相談会 ご予約優先です。お電話にて
ご予約ください。（お一人さま ４５分）
①10：00～10：45　②10：45～11：30
③11：30～12：15   ④13：15～14：00
⑤14：00～14：45　 ⑥14：45～15：30

個別に相談を承ります。年金相談員が『年金請求書』
作成のお手伝いや、年金の疑問にお答えします。

名古屋銀行　個人営業部
資産運用コンサルティンググループ
　　　　　       年金相談員

1/ 5(日)
1/18(土)

2月開催セミナーは1/7（火）よりご案内開始の予定です。2月開催セミナーは1/7（火）よりご案内開始の予定です。

1月開催セミナーのご案内1月開催セミナーのご案内

n9301010
テキストボックス
満員御礼



①10：00～10：45　②10：45～11：30　③11：30～12：15

④13：15～14：00　⑤14：00～14：45　⑥14：45～15：30
1/5(日)・ 1/18(土) ご予約優先です。お電話にてご予約ください。

年　金
相談会

お名前

ふりがな

〒
ご住所

お電話番号 お取引支店
（お取引がある場合） 支店

ご希望のセミナーに○をつけ、ご参加人数をご記入ください。

参加
ご希望の
セミナー

【ご案内】このセミナーは抽せんです。お一人さま毎にお申込ください。
お申込締切：2019年12月24日（火）　抽せん後、当せんされた方
への参加証の発送をもって発表にかえさせていただきます。

様

名14：00～15：00

1/10

名

14：00～15：00

(水)
名

14：00～15：00

1/30 (木)

14：00～15：00 名

1/15

1/23(木)

1/24(金)

(金)

14：00～15：30

(水)
名

1/22 「身近なデータからみた経済動向」

16：00～17：00

名

名
1/25

「でんさいセミナー」

「脳の活性化は目から
　　　あなたの知らないメガネの世界」

「積立投資をはじめよう
 ドルコスト平均法ゲームセミナー」

「円満な相続に向けた
　　　生前贈与の有効な活用法」

～2019年の振り返りと、どうなる2020年？～

14：00～15：30

「米国マーケットの現状と2020年の見通し」1/11 (土)
～注目が高まる次世代通信技術「5G」～

～電子記録債権の活用法～ 〈法人向け〉

「知って安心相続セミナー①
　　　　　　相続の基礎知識」

〈初心者向け〉

〈初心者向け〉

「パティシエ田中千尋の美味しいショコラを探して」＜抽せん 20名＞

＜2回シリーズ＞

10：30～11：45

(土)

名

※ご記入いただきました個人情報はセミナーの運営のために使用させていただき、第三者に提供することはありません。

商号：株式会社名古屋銀行／登録金融機関：東海財務局長（登金）第１９号／加入協会：日本証券業協会

名古屋銀行主催のセミナーにおきましては、お客さまの目的やご投資の経験等に応じて、お客さまのニーズに即した個別商品のご案内および勧誘をさせていただくこと
があります。ご案内を差し上げる商品の中には、所定の手数料をご負担いただく商品および価格の変動等により投資額を下回る（元本割れ）商品もあります。商品ごとの
手数料等およびリスクは異なりますので、お申込みに際しては当該商品の契約締結前交付書面等を十分にお読みください。また、詳しくは窓口へお問合せください。

1

FAXでセミナー参加申込をご希望される場合は、下記の必要事項をご記入いただき送信してください。
FAX到着後の確認電話は致しておりません。参加証は開催1週間ほど前に送付致します。
但し、満員等でご予約をお受けできない場合は連絡させていただきます。
FAX到着確認電話をご希望の場合はどちらかにチェックを入れてください。    
　　　□ 申込受付店　(担当：　　　　　　)　　　□ ご記入の電話番号

銀行使用欄
お客さま番号

送付先（名古屋銀行ハートフルプラザ）FAX：052-562-5777

n9301010
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