
開催日 講　師 セミナー 内　容

14：00～15：00

10/  2(水)

14：00～15：00

(土)10/  5

18：30～19：30

(水)10/  9

14：00～15：30

10/17(木)

遠いイメージの宇宙ですが、
実は今、民間主導の宇宙ビジ
ネスが注目を集めています。
宇宙への投資の現状をお伝
えします。

14：00～15：30

10/24(木)

14：00～15：00

10/30(水)

10/12(土)
14：00～15：00

名古屋で楽しむ
クラシック音楽

名古屋には素敵なコンサー
トホールがいくつかありま
す。大小様々なホールで楽
しむ「名古屋のクラシック」
についてお話しします。

名古屋市立大学
大学院芸術工学研究科　

水野 みか子 氏

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。）

名古屋銀行
相続相談プラザ

榎本　直樹 初心者向け

初心者向け

投資環境の現状と見通し
のポイントをわかりやすく
解説します。土曜日マーケット講座

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

池田　昭好 氏

少額から投資ができる積
立投資のメリットとデメ
リット、活用法について解
説します。

～少額投資で無理なくはじめる～
積立投資の基本

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

池田　昭好 氏

テクノロジーの急速な発展
によってＡＩは劇的に進化を
遂げています。ＡＩを活用し
た自動運転や医療分野等に
ついて詳しくお伝えします。

社会に大変革をもたらす
ＡＩとバイオテック

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

教授

神手　昭博 氏

パーソナルトレーナー

近田　  茜 氏

運動が続かない・・・
ダイエットが続かない・・・
それ、方法が間違っている
かも？自分だけの健康の続
け方、一緒に見つけません
か？

一生続けられるコツがある？！
自分に合った健康法を

見つけよう！

日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート推進部

宇宙へ投資を！
「近い宇宙」が今、熱い
ニュースペース時代本格化へ

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)

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：19.8.8/8.9/8.16/8.20MAC-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

10/  6(日)
10/19(土)

11月開催セミナーは10/4（金）よりご案内開始の予定です。11月開催セミナーは10/4（金）よりご案内開始の予定です。

10月開催セミナーのご案内10月開催セミナーのご案内

n9301010
テキストボックス
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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



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

④13：15～14：00　⑤14：00～14：45　⑥14：45～15：30
10/6(日)・10/19(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

様

18：30～19：30「積立投資の基本」
10/  9 (水)

名

14：00～15：00

(土)

名

14：00～15：00

10/12 (土)

14：00～15：30

名

10/  5

10/17(木)

10/24(木)
名

14：00～15：00

(水)10/  2

「土曜日マーケット講座」

14：00～15：30

名

名

10/30

「社会に大変革をもたらすＡＩとバイオテック」

「宇宙へ投資を！『近い宇宙』が今、熱い　
  ニュースペース時代本格化へ」

「一生続けられるコツがある？！
   自分に合った健康法を見つけよう！」

～少額投資で無理なくはじめる～

「ゼロからわかる相続セミナー」 〈初心者向け〉

〈初心者向け〉

「名古屋で楽しむクラシック音楽」

14：00～15：00

(水)

名

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

※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。

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
満員御礼



14：00～15：00

14：00～15：00

18：30～19：30

14：00～15：00

13：30～15：00

14：00～15：30

開催日 講　師 セミナー・イベント 内　容

11/  8(金)

11/12(火)

(水)11/13

16：00～17：00

(金)11/15

11/16(土)

11/21(木)

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。

世界の自動車業界の発展と
Ｃ（接続機能）Ａ（自動運転）
Ｓ（カーシェア）Ｅ（電動化）
について説明します。

世界の自動車業界の現状と
トヨタグループの動向

11/27(水)

11/28(木)

10：30～11：30

日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート推進部

＜抽せん30名＞

キレイな姿勢と歩き方を身につ
けることは、健康づくりへの第
一歩です。ストレッチ運動を取り
入れた体験・参加型のセミナー
でおたのしみいただけます。

株式会社第一生命経済研究所

上代　実志 氏

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 

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
名古屋支店

神手　昭博 氏

キレイな姿勢と歩き方

でんさいセミナー
　　　～電子記録債権の活用法～

法人向け

初心者向け

初心者向け

投資信託と
上手に付き合うための
グローバルマーケット観

米国を中心とする世界経済
の現状及び、株式等マー
ケットの動向と今後の見通
しについて、わかりやすく
説明します。

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

講談とは主に歴史の話。釈台を前に、
リズミカルな口調で繰り広げられる
話芸の世界。地元ネタ満載の講談をお
楽しみください！！※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。

講談
芸どころ名古屋

講談師

旭堂　鱗林 氏

知ってるようで知らなかった、
ＮＩＳＡの仕組みやメリット、
投資に対する不安を軽くする
方法としての「積立投資」につ
いて詳しく説明します。

ＮＩＳＡの  
キホンと積立投資

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

シニアマネージャー

主任講師

野々村 大治 氏

nagohana  living  代表
整理収納アドバイザー
インテリアコーディネーター

高原　智子 氏

今年のうちに片づけたい、で
も捨てられない方、本当に大
切な物や時間に気づけば、
今度こそ整理できるかも？

整理のコツ
いらないものは賢く手放そう

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)

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・イベントを開催いたします。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・イベントを開催いたします。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：19.9.6/9.13/9.18MAC-2 校了日：00.00.00

●セミナー・イベントはご予約優先です。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

11/  3(日)
11/16(土)

12月開催セミナーは11/6（水）よりご案内開始の予定です。12月開催セミナーは11/6（水）よりご案内開始の予定です。

11月開催
セミナー・イベントのご案内

11月開催
セミナー・イベントのご案内
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満員御礼
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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
11/3(日)・11/16(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・イベントに○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・
イベント

【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10月17日（木）　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
「ゼロからわかる相続セミナー」11/12 (火)

名

18：30～19：30

11/13
名

16：00～17：00

(金)
名

14：00～15：00

11/ 8 (金)

14：00～15：00 名

11/15

11/21(木)

11/27(水)

(水)

10：30～11：30

(土)
名

11/16 「NISAのキホンと積立投資」

13：30～15：00

名

名
11/28

「整理のコツ　いらないものは賢く手放そう」

「キレイな姿勢と歩き方」

「世界の自動車業界の現状と
            トヨタグループの動向」

「でんさいセミナー」
～電子記録債権の活用法～

〈法人向け〉

「投資信託と上手に付き合うための
                グローバルマーケット観」

〈初心者向け〉

〈初心者向け〉

「講談　芸どころ名古屋」 ＜抽せん　30名＞

14：00～15：30

(木)

名

※ご記入いただきました個人情報はセミナー・イベント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。

FAXでセミナー・イベント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




