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平成２１年「春季証券投資セミナー」 講演テーマ・講師一覧 
21.1.20 

担当地区協会 日 程 会    場 内    容 
＜ラジオ番組＞細川茂樹の株式講座「スタイリッシュ投資ラ

イフ」公開録音イベント 

＜18:30～19:20＞ 
講演／「マネーセンス向上委員会～株式投資はじめの一歩」

大竹 のり子 氏（ファイナンシャルプランナー） 
細川 茂樹 氏（俳優） 

2/6(金) ＡＢＣホール 
（収容人員 300 名） 

大阪市福島区福島１－１－３０ 

＜19:30～20:30＞ 
トークショー／「夢をかなえるために 

～ライフプラン・マネープランを考えよう！～」

細川 茂樹 氏（俳優） 
熊田 曜子 氏（タレント） 
大竹 のり子 氏（ファイナンシャルプランナー） 

＜13:20～14:50＞ 
講演／「はじめての株式投資教室」 
高橋 勲 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー） 

2/18(水) 横浜情報文化センター 
情文ホール 

（収容人員 200 名） 
横浜市中区日本大通１１番地 ＜15:00～16:00＞ 

講演／「初心者でもわかる株式市場の動き 
          ～専門家のはなしを聞く～」

杉村 富生 氏（経済評論家） 
【昼の部】 
＜13:00～13:10＞ 
 挨拶／日本証券業協会 会長 安東  俊夫 

＜13:10～14:10＞ 
講演／「内外から見た日本経済」 
リチャード・クー 氏 

（株式会社 野村総合研究所  主席研究員、 
チーフエコノミスト）

＜14:30～15:30＞ 
講演／「これからの時代に必要な経済的センスと 

金融リテラシー」

勝間 和代 氏（経済評論家、公認会計士） 

2/22(日) 東京国際フォーラム ホールＢ７ 
（収容人員 1,200 名） 

千代田区丸の内３－５－１ 
 

【夜の部】 
＜17:30～18:30＞ 

トークショー／「ライフプランと資産運用 
～マネープランに証券投資を活かす～」

生島 ヒロシ 氏（キャスター） 
勝間 和代 氏（経済評論家、公認会計士） 
勝  恵子 氏（フリーアナウンサー／司会進行） 

＜13:20～14:50＞ 
講演／「はじめての株式投資教室」 
小林 春男 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

2/24(火) アミュゼ柏 クリスタルホール 
（収容人員 200 名） 
柏市柏６－２－２２ 

＜15:00～16:00＞ 
講演／「初心者でもわかる株式市場の動き 

          ～専門家のはなしを聞く～」

植木 靖男 氏（株式評論家） 

＜13:20～14:50＞ 
講演／「はじめての株式投資教室」 
本川 勲夫 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

東 京 

3/2(月) 大宮ソニックシティ 市民ホール 
（収容人員 200 名） 

さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
＜15:00～16:00＞ 

講演／「初心者でもわかる株式市場の動き 
          ～専門家のはなしを聞く～」

杉村 富生 氏（経済評論家） 
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担当地区協会 日 程 会    場 内    容 
2/17(火) 三宮研修センター 

（収容人員 255 名） 
神戸市中央区八幡通４－２－１２ 

＜18:40～20:10＞ 
講演／「人と社会が豊かになる証券投資」 
藤沢 久美 氏（シンクタンク・ソフィアバンク 副代表）

2/19(木) ホテルサンルート彦根 金亀の間 
（収容人員 145 名） 
彦根市旭町９－１４ 

＜13:40～15:10＞ 
講演／「気になる金融・経済の動きと私たちの暮らし」 
國定 浩一 氏（大阪学院大学企業情報学部 教授） 

2/26(木) 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 

アバンティ９階 

＜18:40～20:10＞ 
講演／「人と社会が豊かになる証券投資」 
藤沢 久美 氏（シンクタンク・ソフィアバンク 副代表）

3/5(木) 姫路キャスパホール 
（収容人員 300 名） 

姫路市西駅前町８８ キャスパビル７階

＜13:40～15:10＞ 
講演／「気になる金融・経済の動きと私たちの暮らし」 
國定 浩一 氏（大阪学院大学企業情報学部 教授） 

＜14:15～15:15＞ 
講演／「これからの日本は！！」 
塩川 正十郎 氏（元財務大臣） 

3/7(土) 大阪市中央公会堂大集会室 
（収容人員 1,100 名） 

大阪市北区中之島１－１－27 
＜15:30～16:30＞ 

講演／「今後の経済・金融展望」 
木内 登英 氏（野村證券株式会社 金融経済研究所 

経済調査部長兼チーフエコノミスト）

大 阪 

3/10(木) オーバルホール 
（収容人員 450 名） 

大阪市北区梅田３－４－５ 

毎日新聞ビル地下１階 

＜19:00～20:30＞ 
講演／「勝間式“証券投資はじめの一歩”」 
勝間 和代 氏（経済評論家、公認会計士） 

大学生向けセミナー 
＜13:00～14:00＞ 

講演／「社会人になる前に知っておきたい経済の知識」 
 家森 信善 氏（名古屋大学大学院経済学研究科教授 

・経済学博士）

＜14:10～15:10＞ 
講演／「金融・証券業界の現況と将来」 
前田 昌孝 氏（日経ヴェリタス編集部編集委員） 

2/1(日) 名証ホール 
（収容人員 80 名） 

名古屋市中区栄３－８－２０ 

＜15:20～16:50＞ 

 パネルディスカッション／ 

「若手証券マンに聞く～証券会社の仕事と魅力」

 証券会社若手社員 ３名 

 コーディネーター 森 一幸 

（日本証券業協会証券教育広報センター中部支部長）

＜10:30～12:00＞ 
講演／「生き残りたいサラリーマンのための発想術」 
伊藤 元重 氏（東京大学大学院経済学研究科長 

・経済学部長）

＜13:00～14:30＞ 
講演／「高配当を目指す投資信託の上手な選び方」 

 菅田 芳恵 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

2/11(水) デザインホール 
（収容人員 500 名） 

名古屋市中区栄３－１８－１ 

＜14:40～16:10＞ 
講演／「今だから始めたい株式投資」 
岩月 博 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー） 

2/12(木) 名証ホール 
（収容人員 80 名） 

名古屋市中区栄３－８－２０ 

＜18:30～20:30＞ 
講演／～若いからできる～ 

「しっかり貯めて、大きく殖やす知恵」 
「金融機関の違いと賢い選び方」 

浅野 礼美子 氏 
（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

名古屋 

2/13(金) 名証ホール 
（収容人員 80 名） 

名古屋市中区栄３－８－２０ 

＜13:30～15:00＞ 
講演／「新しい証券税制のポイントと魅力」 
森 満彦 氏 

  （株式会社 名南経営 東京企業情報部長・森満彦税理士事務所所長）
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担当地区協会 日 程 会    場 内    容 
＜11:30～12:30＞ 

講演／「ゆとりを生むライフスタイルの身につけ方 
～船旅を楽しむ～」

内山 勝美 氏 
（商船三井客船 にっぽん丸クルーズ コンシェルジュ）

＜13:30～15:00＞ 
講演／「ハッピーライフの過ごし方～健康とお金の法則～」

森永 卓郎 氏（獨協大学教授・経済アナリスト） 
＜15:10～16:10＞ 

講演／「美しく豊かに生きるためのマネープラン」 
内田 英爾 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

2/14(土) テレピアホール 
（収容人員 480 名） 

名古屋市東区東桜１－１４－２５ 

資産運用質問コーナー（会場ロビー） 
 相談員／浅野 礼美子 氏 

（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

    岩月 博 氏 
（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー）

＜13:40～14:40＞ 
講演／「証券投資バランスアップ術」 

藤沢 久美 氏（シンクタンク・ソフィアバンク 副代表）

北海道 2/24(火) 札幌グランドホテル 本館２階  
「金枝の間」 

（収容人員 400 名） 
札幌市中央区北１条西４丁目 

＜14:50～15:50＞ 

講演／「日本のこれからの成長戦略と 
金融経済情勢について」

江上 剛 氏（作家） 
＜13:00～14:00＞ 

講演／「輝く女性のための『セルフプロデュース術』」 
中谷  彰宏 氏 （作家） 

東 北 2/21(土) 東京エレクトロンホール宮城 

（宮城県民会館）「６０１大会議室」

（収容人員 300 名） 
仙台市青葉区国分町３－３－７ ＜14:10～15:40＞ 

講演／「ピンチをチャンスに変えるマネープラン」 

和泉 昭子 氏（ファイナンシャルプランナー） 

＜13:40～14:40＞ 

講演／「板東英二流マネー学」 

板東 英二 氏（タレント） 

北 陸 2/28(土) 福井県県民ホール 

（収容人員 400 名） 
福井市手寄１－４－１ アオッサ８階

＜15:00～17:00＞ 

講演／「長期投資で人生を豊かにしよう」 

澤上 篤人 氏（さわかみ投信株式会社  代表取締役） 

2/28(土) 島根県民会館 ３階「大会議室」 

（収容人員 120 名） 
松江市殿町１５８ 

＜13:30～15:00＞ 

講演／「大変な時代の読み方  ～大波小波を乗り越えて～」

三原 淳雄 氏（経済評論家） 

3/5(木) 国際ホテル宇部３階「常盤西ホール」

（収容人員 100 名） 
宇部市島１－７－１ 

＜14:00～15:30＞ 

講演／「投資の時代に備えよ 

～肝要なのは現状を正しく認識すること～」

杉村 富生 氏（経済評論家） 

3/6(金) 福山ニューキャッスルホテル３階「光耀」

（収容人員 200 名） 
福山市三之丸町８－１６ 

＜13:30～15:00＞ 

講演／「投資の時代に備えよ 

～肝要なのは現状を正しく認識すること～」

杉村 富生 氏（経済評論家） 

中 国 

3/9(月) リーガロイヤルホテル広島 

４階「クリスタルホール」 

（収容人員 300 名） 

広島市中区基町 6 番 78 号 

＜13:00～14:40＞ 

  証券会社の営業担当者による「株式達人コンテスト」 

テーマ／「株式市場の見通し・相場展望について」 

 証券会社担当者 ３名 
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担当地区協会 日 程 会    場 内    容 
＜13:40～14:50＞ 

講演／「賢い資産運用 株式投資のコツ」 

木村 佳子 氏（株式評論家） 

四 国 2/19(木) 阿波観光ホテル 

５階「クリスタルパレス」 

（収容人員 250 名） 
徳島市一番町３－１６－３ ＜15:00～16:10＞ 

講演／「100 年に一度の危機は 100 年に一度のチャンス」 

杉村 富生 氏（経済評論家） 

＜17:50～18:50＞ 

講演／「株式投資の基礎知識」 

 斎 英次 氏（ＮＰＯエイプロシス 証券カウンセラー） 

2/13(金) 久留米ステーションホテル 
地下１階 会議室 
（収容人員 80 名） 

久留米市中央町２－１４ ＜19:00～20:50＞ 

講演／「長期投資で人生を豊かにしよう」 

 澤上 篤人 氏（さわかみ投信株式会社  代表取締役） 

＜13:00～13:30＞ 

講演／「株式の魅力を考える」 
出田 信行 氏（大熊本証券株式会社 代表取締役社長） 

2/14(土) 熊本交通センターホテル 
３階 大ホール 

（収容人員 200 名） 
熊本市桜町３－１０ ＜13:45～15:45＞ 

講演／「長期投資で人生を豊かにしよう」 

澤上 篤人 氏（さわかみ投信株式会社  代表取締役） 

＜18:00～19:00＞ 

講演／「当面の投資環境と株式市場」 
鮎貝 正弘 氏 
（三菱ＵＦＪ証券株式会社 投資情報部 シニア投資ストラテジスト）

九 州 

3/2(月) 天神ビル 11 階 10 号会議室 
（収容人員 200 名） 

福岡市中央区天神２－１２－１ 
 

＜19:15～20:45＞ 

講演／「証券投資にかかるトラブル防止方法」 

住田 裕子 氏（ふじ合同法律事務所 弁護士） 

 

（9 地区 21 都市 28 会場 収容人員 9,670 名  ※昨年度 9 地区 15 都市 19 会場 参加人数 7,267 名／収容人員 8,640 名） 

※やむを得ず講師、講演内容等が変更となる場合もございますので、予めご了承ください。 

以  上 


