
開催日 講師・講演 セミナー・イベント 内　容

5/ 11 (木)
15 :00～16 :00

10 : 30～11 : 30

13 : 30～14 : 30

15 :00～16 :00

5/20(土)

15 :00～16 : 30

5/25(木)

15 :00～16 :00

5/17(水)

5/ 13(土)

5/ 13(土)

どうなるインフレ、どうする
金融政策、どうなる投資環
境、不安定なマーケットの今
後の見通しをアップデートし
た内容にて説明します。

世界の経済環境と
マーケット動向について

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

神手　昭博 氏

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投信営業部
次長

佐々木 孝朗 氏
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投信営業部
次長

佐々木 孝朗 氏
ネオファースト生命保険株式会社
営業第二部　中部営業室　
副部長

石澤　史郎 氏

日本野鳥の会　愛知県支部
（名古屋市立大学　大学院医学研究科）

金澤　 智   氏

投資家が陥りやすい心理や
それを回避する対処法と、
投資を後押しする新NISA制
度についても説明します。      
※オンライン視聴での参加も可能です。

人生100年時代に自分らしく
生きるためのセカンドライフ。
長生きの時代に必要な備え
を考えるため、基となる社会
保障について説明します。

名古屋城は徳川家康の城づくりの
最高到達点と評され、そこには家康
の知恵と工夫、将来を見据えた戦
略がありました。新たな名古屋城の
魅力を一緒に探っていきましょう。
※裏面のご案内をご確認ください。

徳川家康の名古屋城
＜抽せん 10名＞

身近な自然観察
“名古屋の野鳥”
＜抽せん 10名＞

100年を楽しく過ごすための備え
～知っておきたい社会保障のしくみ～

2022年度の総括と
今後の展望について

足元の投資環境や今後の世界
経済の見通しについて、注目
ポイントを交えながらわかり
やすく解説します。
※オンライン視聴での参加も可能です。

投資賢者の心理から学ぶ
お金の増やし方と
新NISA制度について

身近にいる野鳥を知ることは、自然
観察の第一歩です。探鳥地や双眼
鏡の使い方など、野鳥観察にまつわ
る話を紹介します。野鳥の会の会誌
『野鳥』とポストカードのお土産付き。
※裏面のご案内をご確認ください。

名古屋銀行では、お客さまの安全と健康を守るため、各種感染予防対策を講じております。
状況に応じて行員からお客さまにマスク着用をお願いする場合もありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

当面は定員を減らし、当行とお取引いただいているお客さまに限定させていただきます。

たかまる。 氏

犬山城マイスター！

オンライン同時開催

オンライン同時開催

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、
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、
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：牧野・藤本・高橋）
※ハートフルプラザには大名古屋ビルヂング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。

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
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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
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江

名古屋
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通
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泥江町

最終データ保存日：23.3.13/3.20MAC-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10名程度）●お申込みは、
お電話・FAX・ホームページで承ります。FAXでお申込み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。●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

5/ 7(日)
5/20(土)

2023年5月開催
セミナー・イベントのご案内

2023年5月開催
セミナー・イベントのご案内

名古屋銀行公式ＨＰからのご予約
二次元バーコードまたは下記URLから
ご予約いただけます。
https://www.meigin.com/seminar/heartful/index.html

『名古屋銀行アプリ』にご登録いただくと
セミナー情報など、おトクな情報をお知らせ！
アプリをダウンロードいただくと、セミナー情報等
いち早く、プッシュ通知にてお知らせいたします。
※アプリ設定画面より「お知らせを受信する」を設定してください。
※「名古屋銀行アプリ」の詳細は、二次元バーコードもしくは下記URLをご確認ください。
　https://www.meigin.com/kojin/benri/app/



名

名

お名前

ふりがな

〒ご住所

お電話番号 お取引店 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

様

5/17(水)

※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。

※日中ご連絡がとれるお電話番号をご記入ください

15 : 00～16 : 00

名

100年を楽しく過ごすための備え
～知っておきたい社会保障のしくみ～

5/13(土)
13 : 30～14 : 30

2022年度の総括と
今後の展望について

世界の経済環境とマーケット動向について

15 : 00～16 : 30

5/25(木) 徳川家康の名古屋城
【ご案内】このセミナーは抽せんです。複数名でのお申込みはできません。
　　　　お申込み期限：2023年4月26日（水）　
　　　　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。

投資賢者の心理から学ぶ
お金の増やし方と
新NISA制度について

＜抽せん 10名＞

15 : 00～16 : 00

5/20(土) 身近な自然観察 “名古屋の野鳥”
　　　　　　　　【ご案内】このセミナーは抽せんです。複数名でのお申込みはできません。
　　　　お申込み期限：2023年4月26日（水）
　　　　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。

＜抽せん 10名＞

名

名

1

名1

10 : 30～11 : 30

5/13(土)

15 : 00～16 : 00

5/11(木)

※オンライン視聴での参加も可能です。
　オンラインで参加される方はWebよりお申込みください。

※オンライン視聴での参加も可能です。
　オンラインで参加される方はWebよりお申込みください。

オンライン
同時開催

オンライン
同時開催

FAXでセミナー・イベント参加申込み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いたしておりません。ただし、満員等でご予約をお受けできない場合はご連絡させていただきます。
参加証は開催1週間ほど前に送付いたします。

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



開催日 講師・講演 セミナー・イベント 内　容

6/  2 (金)
15 :00～16 :00

10 : 30～11 : 30

13 : 30～14 : 30

15 :00～16 :00

6/23(金)

15 :00～16 :00

6/30(金)
14 :00～15 : 30

6/28(水)

15 :00～16 :00

6/15(木)

6/ 10(土)

6/ 10(土)

どうなるインフレ、どうする
金融政策、どうなる投資環境、
不安定なマーケットの今後
の見通しをアップデートした
内容にて説明します。

米中関係悪化懸念が高まる
中、ゼロコロナ政策撤廃後の
回復局面にある中国とアジア
の動向について、解説します。

世界の経済環境と
マーケット動向について

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

神手　昭博 氏
日興アセットマネジメント株式会社
資産運用推進部
チーフアドバイザー　

松田　浩三 氏
日興アセットマネジメント株式会社
資産運用推進部
チーフアドバイザー　

松田　浩三 氏
東京海上アセットマネジメント株式会社
投信営業部　
課長代理　

相原　裕太 氏
株式会社真誠
営業本部　特販部　
主任　

中山　博徳 氏
ACTクロッシング協会
代表
カラーセラピスト

向坂　宏美 氏

投資信託を使った資産運用
に必要なマーケット知識や
見方をご案内します。
※オンライン視聴での参加も 
　可能です。

世界的なインフレ加速により
揺れ動く投資環境。その現状
と効果的な分散投資につい
てお伝えします。

「色は心を映す鏡」と言われて
います。あなたが「今」必要な
色の意味を知り、上手に取り
入れリフレッシュしましょう。
※裏面のご案内をご確認ください。

中国経済の動向と
株式市場の見通しについて

胡麻のことを知っていますか？
＜抽せん 10名＞

心を元気にする色の秘密
パステルアートを使ってリフレッシュ！

＜抽せん 10名＞

インフレ環境下における
資産運用の新常識

投信積立を活用した資産運用とは
～インデックス投資の活用～

投信積立の魅力とその投資
手法としてインデックス投資
をご紹介します。
※オンライン視聴での参加も
　可能です。

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

胡麻の小さな一粒にはうれ
しい栄養がたくさん。
胡麻を知って・食べて健康に
なりませんか。
※裏面のご案内をご確認ください。

名古屋銀行では、お客さまの安全と健康を守るため、各種感染予防対策を講じております。
状況に応じて行員からお客さまにマスク着用をお願いする場合もありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

当面は定員を減らし、当行とお取引いただいているお客さまに限定させていただきます。

神手　昭博 氏

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

オンライン同時開催

オンライン同時開催

初心者向け

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、
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、
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：牧野・藤本）
※ハートフルプラザには大名古屋ビルヂング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。

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
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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
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国際
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泥江町

最終データ保存日：23.3.13/3.20MAC-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10名程度）●お申込みは、
お電話・FAX・ホームページで承ります。FAXでお申込み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。●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

6/ 4(日)
6/17(土)

2023年6月開催
セミナー・イベントのご案内

2023年6月開催
セミナー・イベントのご案内

名古屋銀行公式ＨＰからのご予約
二次元バーコードまたは下記URLから
ご予約いただけます。
https://www.meigin.com/seminar/heartful/index.html

『名古屋銀行アプリ』にご登録いただくと
セミナー情報など、おトクな情報をお知らせ！
アプリをダウンロードいただくと、セミナー情報等
いち早く、プッシュ通知にてお知らせいたします。
※アプリ設定画面より「お知らせを受信する」を設定してください。
※「名古屋銀行アプリ」の詳細は、二次元バーコードもしくは下記URLをご確認ください。
　https://www.meigin.com/kojin/benri/app/



名

名

お名前

ふりがな

〒ご住所

お電話番号 お取引店 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

様

6/15(木)

※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。

※日中ご連絡がとれるお電話番号をご記入ください

15 : 00～16 : 00

名

インフレ環境下における資産運用の新常識

6/10(土)
13 : 30～14 : 30

投信積立を活用した資産運用とは
～インデックス投資の活用～

世界の経済環境とマーケット動向について

14 : 00～15 : 30

6/28(水) 心を元気にする色の秘密
パステルアートを使ってリフレッシュ！
【ご案内】このセミナーは抽せんです。複数名でのお申込みはできません。
　　　　お申込み期限：2023年5月31日（水）　
　　　　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。

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

＜抽せん 10名＞

15 : 00～16 : 00

6/23(金) 胡麻のことを知っていますか？
【ご案内】このセミナーは抽せんです。複数名でのお申込みはできません。
　　　　お申込み期限：2023年5月31日（水）
　　　　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。

＜抽せん 10名＞

名

名

1

名1

10 : 30～11 : 30

6/10(土)
15 : 00～16 : 00

6/  2(金)

名中国経済の動向と株式市場の見通しについて15 : 00～16 : 00

6/30(金)

※オンライン視聴での参加も可能です。
　オンラインで参加される方はWebよりお申込みください。

※オンライン視聴での参加も可能です。
　オンラインで参加される方はWebよりお申込みください。

オンライン
同時開催

オンライン
同時開催

FAXでセミナー・イベント参加申込み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いたしておりません。ただし、満員等でご予約をお受けできない場合はご連絡させていただきます。
参加証は開催1週間ほど前に送付いたします。

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


