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平成１９年「春季証券投資セミナー」講演テーマ・講師一覧（案） 

 日 程 会    場 講演テーマ・ 講  師 
－昼の部－ 
＜13:30～13:35＞ 
挨拶／日本証券業協会 会長 安東 俊夫 

＜13:35～13:45＞ 
挨拶／金融庁 （出席者未定） 

＜13:45～14:45＞ 
【講演】「豊かさはどこに行くのか  

～日本という組織の行方とシニア層～」 
 堺屋 太一氏（作家) 

＜15:00～16:00＞ 
【講演】「これが世界最適運用 ～世界標準で考える資産形成～」 
 大前 研一氏 
（株式会社ビジネス・ブレークスルー 代表取締役社長） 

[東京会場] 
東京国際フォーラム ホールＣ 

（収容人員 1,500名） 
千代田区丸の内３－５－１ 

 

－夜の部－ 
＜18:30～20:00＞ 
【トークショー】｢夢をかなえるマネープランニング」 
セインカミュ氏（タレント） 
森下 千里氏（タレント） 
山田 真哉氏（公認会計士） 
松樹 カノン氏 （ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ、司会進行役） 

－昼の部－女性限定 
＜13:30～14:30＞ 
【講演】「女性のための資産運用講座 
     ～なぜ、いま資産運用が必要なのか～」 
北見 久美子氏（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ） 

＜14:45～15:45＞ 
【講演】「女性のための資産運用講座 
    ～家計簿がわかれば会社もわかる～」 
山田 真哉氏（公認会計士） 

2/19(月) 
 
 
 

[東京会場] 
東京国際フォーラム ホールＤ７ 

（収容人員 250名） 
千代田区丸の内３－５－１ 

 

－夜の部－女性限定 
＜18:30～20:00＞ 
【講演】「世界一わかりやすい細野真宏の株式予備校 

       ～女性のための株式投資入門講座～」 
 細野 真宏氏（予備校講師） 

【RBC i Radio ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾂ 
「ラジムナー式 証券投資しましょうね～」（共催：琉球放送）】 

 
－第 1部－ 
＜14:00～15:20＞ 
【講演】「始めてみよう、株式投資」 

 若林 史江氏（株式トレーダー） 

東 京 

2/25(日) [沖縄会場] 
那覇市ぶんかテンブス館 

（収容人員 250名） 
那覇市牧志３－２－１０ 

－第２部－ 
＜15:35～17:00＞ 
【トークショー】「トオルちゃん、ちょっとここだけの話」 

 山咲 トオル氏（タレント） 
 中沢 初絵氏（タレント） 
若林 史江氏（株式トレーダー） 
比嘉 俊次氏（ＲＢＣアナウンサー、司会進行役） 
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 日 程 会    場 講演テーマ・ 講  師 
－昼の部－ 
＜13:35～14:35＞ 
【講演】「転んだら起きればいい」 

～鬼塚喜八郎の七転び八起の実践的経営哲学～ 

 鬼塚 喜八郎氏（㈱アシックス取締役会長） 
＜14:50～15:50＞ 
【講演】「世界・日本経済から見た証券市場」 

伊藤  元重氏（東京大学大学院経済学研究科教授） 

－夜の部－女性限定 
＜18:35～19:35＞ 
【講演】「私の生き方、マネーへの想い」 
室井 佑月氏（作家） 

3/15(木) [大阪会場] 
大阪市中央公会堂大集会室 
（収容人員 1,160名） 

大阪市北区中之島１－１－２７ 

＜19:50～20:50＞ 
【対談】「女性のための資産運用術」 
藤巻 健史氏（株式会社フジマキ・ジャパン代表取締役） 
室井 佑月氏（作家） 

＜13:35～14:35＞ 
【講演】「茶の文化－伝統を守り、伝統を革新する－」 
 福井 正憲氏（㈱福寿園代表取締役社長） 

3/ 7(水) [京都会場] 
京都市アバンティホール 

（収容人員 350名） 
京都市南区東九条西山王町３１ 

＜14:50～15:50＞ 
【講演】「発想の大転換！今後の株式投資法」           

山崎  元氏（楽天証券経済研究所客員研究員） 

＜13:35～14:35＞ 
「押さえておきたい株式投資の心構え」 
 須原 光生(日本証券業協会証券教育広報センター関西支部長)  

2/14(水) [兵庫会場] 
明石商工会議所大ホール 
（収容人員 150名） 

明石市大明石町１－２－１ 
＜14:45～16:15＞ 
「銘柄選択のポイントと売買判断」 
 寺脇 昭男氏（NPOエイプロシス証券カウンセラー）  

＜13:35～14:35＞ 
「押さえておきたい株式投資の心構え」 
 久保 正春（日本証券業協会大阪地区協会事務局長） 

2/15(木) [滋賀会場] 
彦根勤労福祉会館大ホール 
（収容人員 120名） 
彦根市大東町４－２８ 

＜14:45～16:15＞ 
「銘柄選択のポイントと売買判断」 
長沼 栄司氏（NPOエイプロシス証券カウンセラー） 

＜13:35～14:35＞ 
「押さえておきたい株式投資の心構え」 
 中河 昭（日本証券業協会大阪地区協会総務部長） 

2/19(月) [大阪会場] 
茨木市福祉文化会館３０２号室 

（収容人員 130名） 
茨木市駅前４－７－５５ 

＜14:45～16:15＞ 
「銘柄選択のポイントと売買判断」 
小林  清氏（NPOエイプロシス 証券カウンセラー） 

＜13:35～14:35＞ 
「押さえておきたい株式投資の心構え」 
 髙橋 明夫（日本証券業協会常務執行役） 

大 阪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/23(金) [和歌山会場] 
田辺地域職業訓練センター大教室 

（収容人員 100名） 
田辺市中屋敷町２４－２ ＜14:45～16:15＞ 

「銘柄選択のポイントと売買判断」 

松本 幸夫氏（NPOエイプロシス証券カウンセラー） 
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 日 程 会    場 講演テーマ・ 講  師 

＜13:30～14:45＞ 

【講演】「私の投資デビュー秘話 最初はみんな初心者だった」 

北川 えり 氏（タレント・個人投資家） 

2/25(日) ウェルサンピア岡崎 紅嵐 

(収容人員 160名) 

岡崎市渡町字大棚１ 

＜15:00～16:00＞ 

【講演】「はじめての資産運用入門」 

田嶋 智太郎氏（経済ジャーナリスト） 

＜13:30～14:45＞ 

【講演】「私の投資デビュー秘話 最初はみんな初心者だった」 

ＤＡＩＢＯＵＣＨＯＵ 氏（個人投資家） 

3/3(土) 四日市市総合会館 視聴覚室 

(収容人員 220名) 

四日市市諏訪町 2－2 

＜15:00～16:00＞ 

【講演】「はじめての資産運用入門」 

田嶋 智太郎 氏（経済ジャーナリスト） 

＜13:30～14:45＞ 

【講演】「私の投資デビュー秘話 最初はみんな初心者だった」 

ＤＡＩＢＯＵＣＨＯＵ 氏（個人投資家） 

3/4(日) 大垣フォーラムホテル 会議室 

(収容人員 200名) 

大垣市万石 2－31 

＜15:00～16:00＞ 

【講演】「はじめての資産運用入門」 

田嶋 智太郎 氏（経済ジャーナリスト） 

＜13:30～14:45＞ 

【講演】「私の投資デビュー秘話 最初はみんな初心者だった」 

北川 えり 氏（タレント・個人投資家） 

名古屋 

 

 

 

 

 

 

3/11(日) 静岡商工会議所 ５階ホール 

(収容人員 250名) 

静岡市葵区黒金町 20－8 

＜15:00～16:00＞ 

【講演】「はじめての資産運用入門」 

田嶋 智太郎 氏（経済ジャーナリスト） 

＜13:00～14:00＞ 

【講演】「プラチナ世代の生き方」 

渡辺 淳一氏（作家） 

北海道 2/27 (火) ホテルオークラ札幌 

2階「フォンテーヌ」 

(収容人員 500名) 

札幌市中央区南 1条西 5丁目 ＜14:10～15:10＞ 

【講演】「何処まで続く株式上昇相場 

～貯蓄から投資への流れは止まらない～」 

植木 靖男氏（株式評論家） 

＜13:30～14:30＞ 

【講演】「株式投資は家計の必需品」 

     ～投資は難しくない、家庭も市場も主婦が支えよう！～ 

 百瀬 美幸氏（NPOエイプロシス 証券カウンセラー） 

東 北 3/7 (水) 宮城県民会館 

6階「601会議室」 

（収容人員 200名） 

仙台市青葉区国分町３－３－７ 

＜14:45～15:45＞ 

【講演】「株式投資のポイント」 

     ～押さえておくべき指標、分析方法と話題～ 

 木村 佳子氏（株式評論家） 
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 日 程 会    場 講演テーマ・ 講  師 

＜13:10～14:10＞ 

【講演】「七転び八起き ～私の相撲人生～」 

 尾車親方（元大関 琴風） 

新 潟 

 

 

 

2/10(土) 

 

 

 

新潟グランドホテル  

３階「悠久の間」 

（収容人員 400名） 

新潟市下大川前通 3ノ町 2230 ＜14:20～15:35＞ 

【講演】「長期景気拡大と今年の株式市場」 

中尾 征雄氏（SBI証券㈱ 専務取締役兼執行役員 投資調査室担当) 

＜14:00～15:15＞ 

【講演】「庶民派経済アナリストが語る・日本経済のゆくえ」 

森永 卓郎氏（独協大学教授・経済アナリスト） 

北 陸 3/2 (金) タワー111「スカイホール」 

（収容人員 400名） 

富山市牛島新町 5－5 

＜15:30～16:30＞ 

【講演】「何処まで続く株式上昇相場 

 ～貯蓄から投資への流れは止まらない～」 

 植木 靖男氏（株式評論家） 

2/27(火) 

 

 

 

 

【学生・新社会人のための株式入門講座（3回シリーズ）】 

第 1回目 

＜18:30～20:00＞ 

「株式の基礎知識」 

栗栖 正治氏（NPOエイプロシス 証券カウンセラー） 

3/1(木) 

 

 

 

第２回目 

＜18:30～20:00＞ 

「株式投資に必要な情報収集」 

栗栖 正治氏（NPOエイプロシス 証券カウンセラー） 

中 国 

3/2(金) 

 

 

 

RCC文化センター 
６階「B1会議室」 
（収容人員 50名） 

広島市中区橋本町 5－11 

 

 

第３回目 

＜18:30～20:00＞ 

「株価の分析方法を学ぶ」 

栗栖 正治氏（NPOエイプロシス 証券カウンセラー） 

＜13:40～14:50＞ 

【講演】「貯蓄から投資の時代へ」～投資信託の魅力～ 

上野 博美氏（ファイナンシャルプランナー） 

四 国  3/1(木) 

 

いよてつ髙島屋 

9階「ローズホール」 

（収容人員 250名） 

松山市湊町 5丁目 1－1 ＜15:05～16:15＞ 

【講演】「今後のマーケット・経済予想」 

藤巻 健史氏（株式会社フジマキ・ジャパン代表取締役） 

＜13:30～14:15＞ 

【講演】「身近な情報で証券投資」 

 中川 恵博氏（飯塚中川証券㈱代表取締役社長） 

九 州 3/1(木) 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

3階「エンパイアルーム」 

（収容人員 300名） 

北九州市小倉北区浅野 2－14－2 ＜14:30～15:45＞ 

【講演】「株式投資のポイント」 

    ～押さえておくべき指標、分析方法と話題～ 

木村 佳子氏（株式評論家） 

（１０地区２０会場 収容人員 9,850 名  ※昨年度 10 地区 20 会場 収容人員 8,780 名） 

 

 


