
平成29年度 主な講師派遣実績一覧

日 本 証 券 業 協 会



都道府県 主催 演題

岩手 財務省東北財務局 盛岡財務事務所 将来に備えたライフプラン（含NISA、iDeCo）

将来に備えるためのライフプラン作成のポイント

資産運用の基礎知識、確定拠出年金の活用等

宮城県公立高等学校事務職員協会 仙台北支部 個人型確定拠出年金について

栃木 栃木県（地方職員共済組合栃木県支部） 経済生活設計について

証券投資の基礎知識

30・40歳代のライフプランニング

金融商品の選び方

千葉 松戸市消費生活センター 金融商品の基礎知識

個人型確定拠出年金について

つみたてNISAの概要

陸上自衛隊小平学校 人事教育部 ライフプランニングの必要性

東京地方裁判所（東京高・地・家裁合同開催） 退職後の生活設計・資産運用（主な金融商品の特徴・選び方）

農林水産省 検査・監察部 証券投資の基礎知識

神奈川 横浜家庭裁判所 横浜地方裁判所 退職後の生活設計及び資産運用について

金融商品の基礎知識

将来に備えたライフプラン

能美市役所 総務課 ライフプランと個人型確定拠出年金

石川県消費生活支援センター 個人型確定拠出年金の概要と資産運用

静岡 財務省東海財務局 静岡財務事務所 個人型確定拠出年金（iDeCo)について

愛知 安城市役所 企画部 人事課 40歳代のライフプランニング、経済生活設計・資産運用について

三重県消費生活センター 金融商品にかかる基礎知識

財務省東海財務局 津財務事務所 個人型確定拠出年金制度の活用のしかた

三重県総務部 福利厚生課 50歳代のライフプラン

滋賀 地方職員共済組合 滋賀県支部 退職後の生活設計

右京税務署 確定拠出年金を踏まえたライフプランニングについて

海上自衛隊 第４術科学校 退職後の生活設計

将来に備えたライフプランについて

NISA、iDeCoの制度とその利用方法

金融関係・金融商品や証券投資の基礎知識

金融関係～株式(投資)の基礎知識～

金融関係～株式投資の応用

株式会社と株式市場の仕組み

20代からの資産運用～人生100年時代への備え～

宮城県教育委員会

大阪

１．公的機関職員研修

宮城

埼玉

東京

長野

石川

埼玉県教育局 教育総務部 福利課

財務省共済組合

三重

京都

旭税務署

税務大学校 大阪研修所

長野県北信消費生活センター



都道府県 主催 演題

ＮＩＳＡ、iDeCo講座

iDeCo説明会

奈良 奈良県警察本部 警務部 厚生課 家庭経済セミナー「はじめての資産運用について」

和歌山 和歌山県高校教職員組合第1支部女性部 将来に備えた働く女性のためのライフプランとマネープラン

公務員のためのiDeCo（個人型確定拠出年金）

よくわかるiDeCo（個人型確定拠出年金）

浅口市職員会 つみたてNISAセミナー

岡山県警察本部 警務部 厚生課 ライフサイクルプランセミナーiDeCo

福山税務署 将来に備えたライフプランと証券投資の基礎知識

広島西税務署 証券取引の基礎知識

海上自衛隊 第１術科学校 退職後のマネープランと資産運用

廿日市税務署 将来に備えたライフプランと証券投資の基礎知識

財務省中国財務局 金融監督第三課 証券投資を巡る最近のトピックス～iDeCo積立NISA制度など～

海上自衛隊 第１術科学校 退職後のマネープランと資産運用

美祢市総務部 総務課 将来に備えたライフプラン

証券投資の基礎知識

ライフプランの意義と必要性

山口県市町村職員共済組合 資産運用の基礎知識＋iDeCoの解説

香川 人事院 四国事務局 退職後の資産運用を考える

愛媛 愛媛県・地方職員共済組合愛媛県支部 退職後の生活資金設計について

福岡 福岡県教育庁 総務部 総務課 30・40歳代のライフプランニング

熊本 玉東町職員組合 将来に備えたライフプランと確定拠出年金について

宮崎 都城市役所 充実したセカンドライフの過ごし方～退職後の生活設計～

都道府県 主催 演題

宮城 株式会社 河北新報社 確定拠出年金と資産運用の基礎知識

群馬 株式会社 ニッパンレンタル 将来に備えたライフプラン

千葉 株式会社 精工技研 確定拠出年金と資産運用の基礎知識

株式会社 巴コーポレーション 確定拠出年金について

株式会社 アバント ライフプランについて

株式会社 エー・ディー・ワークス 確定拠出年金と資産運用の基本

株式会社 アールシーコア 資産形成・資産運用の基本講座

三菱鉛筆株式会社 人事部 新社会人のためのライフ&マネープラン

イオンクレジットサービスユニオン 資産形成の為の知識習得

岡山県教育委員会 福利課

山口税務署

岡山

広島

山口

大阪

２．民間企業社員研修

財務省近畿財務局 理財部

東京



都道府県 主催 演題

株式会社 エー・ディー・ワークス 確定拠出年金と資産運用の基本

株式会社 テセック(本社) 定年後のマネープラン

青木あすなろ建設株式会社 退職後の生活設計と資産運用

日本ソフテック株式会社 東京支店 投資から学ぶ株式

株式会社 QUICK 株式投資の基本

ヤマハ労働組合 東日本支部 はじめての投資講座～NISAってなニーサ～

神奈川 株式会社 インテリジェントテクノロジー 証券会社の取り扱う商品（株式、債券、投信）の基礎

長野 株式会社 テセック(伊那事業所) 定年後のマネープラン

長野 新光電気労働組合 投資の基礎知識とNISAの仕組み

岐阜 天龍ホールディングス株式会社 確定拠出年金研修会

愛知 ミツカン労働組合 名古屋支部 はじめて学ぶ株式投資とNISAの概要

マネープラン

生涯生活設計

株式会社 サンビ 確定拠出年金

山口 山口朝日放送株式会社 資産運用の基礎、個人型DC（iDeCo)について①

大分 株式会社 ウエキコーポレーション 九州支店 将来に備えたライフプラン（確定拠出年金）

都道府県 主催 演題

青森 八戸市くらし交通安全課 老後からでも始められる投資の基礎知識と活用法

岩手 公益財団法人　盛岡市文化振興事業団 マネープランと資産運用

群馬 大泉町教育委員会 そこが知りたい！株式投資の基礎知識

さいたま市立上木崎公民館 資産運用　はじめの一歩

さいたま市立日進公民館 人生90年のライフプランを考える（ライフプラン＋iDeCo)

さいたま市消費生活総合センター マネープランについて

小手指まちづくりセンター 子育てにかかるお金のはなし

加須市騎西文化・学習センター 人生90年時代の生活設計

はじめての資産運用講座

これからのマネープランと資産運用

ステップ１　貯めるからふやす時代へ

ステップ２　株式投資と債券投資の基礎

ステップ３　投資信託の基礎とＮＩＳＡの活用

千葉市幕張西公民館 金融商品の基礎知識と選び方

千葉市こてはし台公民館 豊かな人生「退職後の生活設計」

習志野市屋敷公民館寿学級 金融商品の基礎知識

千葉

埼玉

白岡市立中央公民館

千葉市黒砂公民館

積水ハウス株式会社

３．公的機関社会人向講座

東京

大阪



都道府県 主催 演題

市原市立五井公民館 これからのマネープラン

人生80年代の生活設計

金融商品の基礎知識

マネー新時代の賢い資産管理

船橋市新髙根公民館 投資のイロハのイからリスクを正しく理解する

印西市立中央公民館 退職後の生活設計

市原市立市津公民館 金融商品の基礎知識

君津市周南公民館 これからの家計のために～マネーの基礎知識と金融リテラシー～

浦安市当代島公民館 知って得するマネープランの基礎知識

浦安市中央公民館 お金の使い方、ため方（将来に向けて）

浦安市消費生活センター・浦安市美浜公民館 「シニアのためのお金の話」

NISAの運用と活用法について

つみたてNISA

練馬区経済課 消費生活係 はじめて学ぶ投資信託（金融商品の基礎知識）

文京区消費生活センター 新たな確定拠出年金などを踏まえたライフプランについて

北区立中央公園文化センター 知って納得！シニアのためのマネープランと資産運用①・②

平塚市立花水公民館 金融商品の基礎知識

横須賀市消費生活センター マネープランと資産運用入門

茅ヶ崎市立香川公民館 将来に備えたライフプランとマネープラン

茅ヶ崎市立小和田公民館 大人のマネー～将来に向けたライフプランのために～

厚木市南毛利公民館学級講座等開設委員会 ＮＩＳＡについて（基礎知識・活用法）

相模原市立小山公民館 シニアライフをエンジョイするためのお金について

秦野市立大根公民館 マネープランと資産運用

福井 福井商工会議所 理財情報部会 資産運用全般と個人型確定拠出年金について

静岡市江尻生涯学習交流館 やさしいNISAのはじめ方

株式投資のキホン

投資信託のキホンとNISA

高齢者のためのマネープランと資産運用

資産運用の基礎知識

はじめてのiDeCo

はじめてのＮＩＳＡ

愛知 名古屋市高年大学鯱城学園 退職後の生活設計

ライフプランニングの必要性

金融商品の基礎知識

名古屋市消費生活センター 証券投資の基礎知識

あま市教育委員会 美和公民館 退職後の生活設計

江東区消費者センター

愛知

千葉

東京

神奈川

静岡市北部生涯学習センター 美和分館

静岡市東部生涯学習センター

名古屋市守山生涯学習センター

静岡

八街市中央公民館



都道府県 主催 演題

豊明市役所生涯学習課 老後のお金の不安解消、老活！マネープラン

大府市役所 投資信託の魅力とリスク

大府市神田公民館 ライフプランニングの必要性、資産運用と金融商品の特徴

ライフプランと金融商品の特徴

金融商品の選び方

東郷町教育委員会 生涯学習課 将来に備えたライフプラン

将来に備えたライフプラン

金融の基礎知識

ＮＩＳＡとｉＤｅＣｏ

みよし市産業課 セカンドライフのマネープランと資産運用

財務省近畿財務局 理財部 はじめての資産運用講座

財務省近畿財務局 総務部 財務広報担当室 はじめての資産運用講座

金融商品の基礎知識

人生90年時代　豊かな老後のための投資信託活用術

泉佐野市教育部 生涯学習課 新たな確定拠出年金などを踏まえたライフプランについて

藤井寺市公民館 人生90年代のライフプランを考える

阪南市立東鳥取公民館 人生90年時代　充実したライフプランを考えよう

株式投資の魅力とリスク

株価の変動要因

投資情報の収集

債券・投資信託の相違点と資産形成支援制度の活用

岡山 井原市消費生活問題研究協議会 金融商品の基礎知識

山口 下関市立西市公民館 これでわかる！資産運用はじめの一歩

長崎
五島市勤労福祉センター
（働く婦人の家、長崎県金融広報委員会）

賢い資産運用とリスクへの対応

都道府県 主催 演題

はじめて学ぶ株式投資の基礎知識

金融商品の基礎知識とリスク・リターンについて

やさしい投資信託の基礎知識

iDeCo(個人型確定拠出年金）セミナー

NISA（少額投資非課税制度）セミナー

株式会社 TOE THE LINE つみたてNISA

株式投資の魅力とリスク

株価の変動要因と投資情報の集め方

愛知

大阪

兵庫

日本経済新聞社

リードエグジビションジャパン株式会社

東京

株式会社大阪取引所
（株式会社日本取引所グループ）

４．その他(民間企業)

北名古屋市教育委員会 生涯学習課

清須市教育委員会 生涯学習課

はびきの市民大学

公益財団法人 神戸いきいき勤労財団

大阪



都道府県 主催 演題

宮城 仙台市立榴岡小学校社会学級 資産運用はじめの一歩

茨城 日立商工会議所 金融財務業部会 金融商品の基礎知識

千葉
特定非営利活動法人
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会千葉支部

「つみたてNSIAとiDeCo（イデコ）って、どんな制度？」

かぼちゃの会
（東京家庭裁判所・家事調停委員の私的勉強会）

確定拠出年金入門

きんゆう女子。 積立NISA

神奈川大学
（みなとみらいエクステンションセンター）

はじめての資産運用講座

購買ネットワーク会 株価の変動要因

岐阜 公益社団法人 大垣青年クラブ 将来に備えたライフプラン

愛知 金融経済教育研究会 個人型確定拠出年金制度（iDeCo)で自分年金をつくる

三重 四日市港労働問題協議会 60歳からのライフプランと資産形成

京都 NPO法人　京都消費生活有資格者の会　金融研究部会 シルバー世代の金融商品と問題点

４０１ｋ戦略会議 確定拠出年金をふまえた投資の基礎について

一般社団法人 日本相続支援士会 相続をふまえたライフプラン及び投資の基礎

家計の見直しから始めるマネープラン

投資の心構えと資産形成支援制度の概要

金融商品の基礎知識～株式・投資信託～

知らないと損する！これからのおカネの備え方
～一般NISA・つみたてNISA・確定拠出年金を踏まえたマネープラン～

知っておきたい株式投資の基礎知識

株式投資の基本

株式投資の基本

奈良 奈良株式投資研究会 投資情報の調べ方

広島 広島西納税貯蓄組合連合会 シニアのためのライフプラン

山口 山口県消費生活相談員サークル 主な金融商品の特徴と投資詐欺の事例

香川 高松四十七年会 資産運用について（株式投資・NISA）

熊本 熊本県金融広報委員会 iDeCOの留意事項について

大阪府立夕陽丘高等専門学校

大阪

５．その他(公的機関)

東京

神奈川

一般財団法人 大阪労働協会

大阪市立大学 文化交流センター


