
【ホームページ】http://www.smbc.co.jp/kojin/tenpo/jouhou/benri/sakae/index.html

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-16-27
栄パークサイドプレイス 1階 地下鉄栄駅2番出口すぐ

【営業時間】平日／9:00～17:00 土曜日／10:00～17:00 日曜日・祝日／休業

※ 12月31日～1月3日、5月3日～5月5日を除きます。臨時休業する場合があります。
※電話受付は平日のみとなります。（詳細は中面をご覧ください）
※ SMBCパーク 栄には、入出金、振込、税金、両替等、各種お手続をお取り扱いする窓
口は設けておりません。各種お手続は、お近くの支店をご利用ください。

ＳＭＢＣパーク 栄

ＳＭＢＣパーク 栄

【セミナーに関する留意点】

【ご留意いただきたい点】
〇この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品・サービスを推奨・勧誘するものではありません。〇この資料の内容は、作成日時点の
情報に基づいて作成しております。今後変更になる可能性があり将来を保証するものではありません。 〇この資料に記載した以外にもご留意いただきたい
事項がございます。お申込みに際しては、店頭窓口または当行HPに掲載の各商品・サービスに関するご留意点を必ずご確認ください。

〇やむをえず開催直前にセミナー・イベントを中止もしくは講師や出演者を変更させていただく場合がございます。
〇30分を超えるセミナーは、適宜換気を実施します。〇本セミナー終了後、または後日、商品等の勧誘を行うことがあります。
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11月 の お す す め イ ベ ン ト と お 知 ら せ

（2022年10月7日時点）

WEBライブ配信 ご自宅でお気軽にご参加いただけます！

感染拡大防止の観点から、ご来店時にはマスクの着用をお願いします。発熱、もしくは風邪の症状のある方はご参加をお控えくださいます
ようお願い申し上げます。当行にお口座をお持ちの方限定 とさせていただきますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。

セミナー中に換気をさせていただく場合がございます。体温調節が可能な服装でご参加ください。

～新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い～

内容：講演会

13:30～15:00

11 9 水

※S-2とE-5は、WEBからお申し込みください（メールアドレスのご入力必須）。
申込時にご入力いただいたメールアドレスへセミナーご参加に必要な情報を開催前日までにご案内します。

セミナー会場とご自宅をお繋ぎします。
WEB申込
（メールアドレス入力）の方限定

WEB
セミナー

内容：セミナー

13:30～14:30

11 17 木

石原家の家族愛＆自然への想いS-2

1962年1月15日神奈川県生まれ。
1984年慶應義塾大学経済学部卒業。同年、映画「凶弾」でデビュー。
以後、舞台、映画、テレビドラマ、バラエティーにと意欲的に活動。
2007年度NHK連続テレビ小説「どんど晴れ」、2008年度NHK木曜時代劇「鞍馬天狗」、2009年度
NHK大河ドラマ「天地人」、2015年度NHK大河ドラマ「花燃ゆ」他。
一方、湘南の空と海を見て育ったことから気象に興味を持ち、気象予報士試験へ挑戦する。1997年難関と
いわれる試験に見事合格。〝空の楽しさを伝えられれば〟と、お天気キャスターとして登場、お茶の間の人
気を得る。また、2001年に出版された『石原家の人びと』により作家としても注目を集める。日本の四季、
気象だけではなく、地球の自然環境問題にも力を入れている。

講 師

※申込期限：2022年11月1日（火）17：00まで

海を愛し自然との関わりを大切にしてきた石原家。
両親や兄弟との会話、叔父からの教え、これまでの
家族との想い出を振り返りながら、人生の楽しみ
方や、石原良純なりの「家族」の大切さを伝えてい
きます。

金城学院大学文学部
日本語日本文化学科教授

龍澤 彩 氏

講 師

※申込期限：2022年11月9日（水）17：00まで

王朝の華 源氏物語絵巻を楽しむE-5

源氏物語は時を超え、現在も愛されている物語の一つです。徳川美術館所蔵
の国宝 源氏物語絵巻について、元学芸員ならではの視点から華麗なる絵巻を
わかりやすくご紹介します。

このほか、幅広い分野のセミナー、コンサート等のイベントを開催します。くわしくは、中面をご覧ください。セミナー情報は当行ホームページにも掲載しています。

[今月の注目セミナー・イベント情報] ◎参加費無料 ◎事前予約制

E-1
11月1日[火]
13:30～14:30

表紙写真/グロリオサ・
ケイトウ・ワレモコウ等

七福神が宝船に乗って名古屋へやって来た！
上方文化評論家 福井 栄一 氏

石原 良純 氏（俳優・気象予報士）

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041&link_id=pske_oiOTI2007001


◎参加費無料 ◎事前予約制
※ 当行お預かり残高は、原則として、円預金・外貨預金・公共債・投資信託・金融商品仲介・
生命保険の合計残高とさせていただきます

ＳＭＢＣパーク 栄 11月のセミナー・イベント情報

⚫ご予約は、WEBまたはお電話にて承ります。
⚫セミナー・イベントを欠席される場合は、事前に必ずご連絡ください。なお、ご連絡なしでの
欠席やキャンセルが度重なるお客さまは、今後のご予約をお断りする場合や、抽選口数に
影響する場合がございます。

⚫当日のお持物は、基本的にはございません。

⚫駐車券のご用意はございません。
⚫受付はセミナー開始30分前より3分前までに済ませて、ご着席いただきますよう
ご協力お願いいたします。なお、セミナー開始後の受付・入室はできません。
また途中退席はご遠慮ください。

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041

【WEB】夜間・休日も予約可能 バーコードまたは下記ＵＲＬからセミナー予約画面が開きます。ＷＥＢからのご予約

◎セミナー・イベントはすべて無料です。また、事前予約制となりますので、ご予約はお早めに。

電話でのご予約

（お問い合わせ）
052‐971‐1324

※ 臨時休業する場合がございます。

電話受付時間 平日 9：00 ～ 17：00

パーク 栄 検索

C. 相続・税を考える

C-1
11月22日[火]

13:30～14:30

将来の相続に備えて～相続税の税務調査事例から学ぶ～
税務調査の流れや過去の実績、指摘されやすい事項等について解説します。 辻・本郷税理士法人

税理士 平川 亮 氏

講師

D. 音楽を楽しむ （1件まで申込可）

D-1
11月2日[水]

13:30～14:30
この曲しってる♪ワクワクトークで贈るピアノの名曲コンサート
テレビのCMから、ドラマ・映画で有名になった音楽をやわらかいピアノの
音色でお送りします♪クラシックから映画音楽、ポップスまで！ファビュラ
スなピアニスト水野佐紀の軽快なトークと共にお楽しみください。D-2

11月2日[水]

16:00～17:00

D-3
11月16日[水]

13:30～14:30
愛・知・芸術のもりから～やさしい音色に包まれて～
ヴァイオリンのデュオでクラシックからポップスまで幅広い
ジャンルの音楽をお届けします。心がぽかぽかするような
優しい音楽に包まれてみませんか？D-4

11月16日[水]

16:00～17:00

D-5
11月28日[月]

13:30～14:30
音色の花束を〜ヴァイオリン&ヴィオラ〜
あともう少しで12月です。寒い冬に聴きたい心温まる名曲
たちを、弦楽器の音色に乗せてお届けいたします。
ヴァイオリンとヴィオラのハーモニーをお楽しみください。D-6

11月28日[月]

16:00～17:00

出演

水野 佐紀（ピアノ）

B. 将来に備える

B-1
11月18日[金]

13:30～14:30

人生100年時代に向けた介護の準備
「平均寿命」と「健康寿命」の差である「介護や支援を必要とする期間」に備えるた
め、介護の現状を理解し、将来に必要な「資産寿命」を伸ばすために何ができる
のか情報提供します。

メットライフ生命

辰已 明日香 氏

講師

S. スペシャル

出演

谷口 沙和（ヴァイオリン）
日比 ありさ（ヴァイオリン）
【開催協力：愛知県立芸術大学】

出演

伊藤 里紗子（ヴァイオリン）
犬塚 こころ（ヴィオラ）
【開催協力：名古屋音楽事務所】

E. 暮らしを豊かにする （2件まで申込可／E-5WEBセミナーは2件に数えません）

E-1
11月1日[火]

13:30～14:30

七福神が宝船に乗って名古屋へやって来た！
きたるべき年末年始に備え、おめでたい七福神の講演で厄を祓い
ましょう！

E-2
11月8日[火]

13:30～14:30

クリスマス、おうちで楽しむワイン選びのコツ
ご自宅でワインを召し上がる方が多くなりました。クリスマス等、こ
の季節の食材をよりおいしく召し上がるためのワイン選びのコツを、
解禁間近のボジョレーの楽しみ方とともにご紹介します。

E-3
11月11日[金]

13:30～14:30

あいちサイエンスフェスティバル2022
『愛知県150周年にブルーインパルスがやってくる！』

愛知県150周年でブルーインパルスが祝賀飛行をします。
チーム62年史と、1950年～1970年代の愛知県での
展示飛行のナゾについてお話しします。

E-4
11月17日[木]

13:30～14:30

王朝の華 源氏物語絵巻を楽しむ
源氏物語は時を超え、現在も愛されている物語の一つです。
徳川美術館所蔵の国宝 源氏物語絵巻について、元学芸員なら
ではの視点から華麗なる絵巻をわかりやすくご紹介します。

E-5 WEBライブ配信（詳細は裏面をご覧ください。）

ブルーインパルスファンネット
あいちサイエンスフェスティバル
初代コーディネーター

藤吉 隆雄 氏

講師

金城学院大学文学部
日本語日本文化学科

教授 龍澤 彩 氏

講師

上方文化評論家

福井 栄一 氏

講師

ワインバー
「ラミ・デュ・ブルゴーニュ」

代表／ソムリエ 松永 仁 氏

講師

「S-1・Ｆ」にご参加希望されるお客さまへ抽選セミナー

⚫セミナー利用者IDまたは、当行とお取引のある支店名と口座番号
⚫ご参加希望のセミナー番号とお日にち

お電話でのご予約の場合上記に加え以下もお伝えください
⚫セミナー情報をお知りになった経緯（インターネット・支店担当者等）
⚫参加人数→複数の場合は同伴者の方のお名前・セミナー参加経験・当行とのお取引のわかるもの

ご予約の際に
右記の情報を
ご準備ください。

セミナーご予約のお客さまへご協力のお願い ※「A～E」は先着順、「S-1・F」は抽選にて承ります

⚫申込期限 2022年10月21日（金）17:00まで。
お申込の順番は、抽選に影響しません。

⚫申込方法 SMBCパーク栄 WEBまたはお電話にて承ります。
（「抽選について」を参照）

⚫対象となるお客さま 個人のお客さまのみ （屋号付口座でのご予約はできません）。 ⚫対象条件 お申込時点で当行お預かり残高1,000万円以上のお客さま。

⚫抽選について お申込時点のお預かり残高に応じて抽選口数を付与します。ただし運用商品*については、残高を2倍カウントとします（当行お預かり残高1,000万
円以上のお客さま10口、以降100万円ごとに1口追加。WEBにてお申し込みされたお客さまは、10口追加）。申込期間終了後に厳正なる抽選を行
い当選者を確定します。 *対象商品：外貨預金・公共債・投資信託・金融商品仲介・生命保険

⚫ご留意点 ○当選の発表は、当行お届けのご住所への「参加券」発送をもってかえさせていただきます。
○発送（当選発表）は2022年10月下旬を予定していますが、諸事情により前後する場合がございます。
○当選の権利はご本人さまのみ有効であり、他の方への譲渡はできません。
○キャンセルが出た場合、再抽選を行い当選された方には当行お届けのお電話番号へご連絡させていただきます。

F. 体験を楽しむ （1件まで申込可／当行お預かり残高1,000万円以上の方申込可／詳細は下記参照）

F-1
11月29日[火]

10:30～11:30

手作りブーケでハッピー・クリスマス♪
クリスマスといえばリース、スワッグはおなじみですが、今年の
おすすめは一味ちがうブーケ。自然素材の木枠に、木の実やド
ライフラワー等をデコレーション。玄関に飾ったり、プレゼント
にしたり、クリスマスを待つ間も楽しみましょう。

F-2
11月29日[火]

13:30～14:30

デコレーター

小塚 那々子 氏

講師

※当行お預かり残高
1,000万円以上の方限定

抽選
セミナー

※写真はイメージです

（S-1は会場：当行お預かり残高1,000万円以上の方申込可／抽選、詳細は下記参照
S-2はWEBライブ配信：当行お預かり残高1万円以上の方申込可／WEB申込限定、詳細は裏面参照）

石原家の家族愛＆自然への想い
海を愛し自然との関わりを大切にしてきた石原家。両親や兄弟との
会話、叔父からの教え、これまでの家族との想い出を振り返りながら、
人生の楽しみ方や、石原良純なりの「家族」の大切さを伝えていきます。

石原 良純 氏
（俳優・気象予報士）

講師

11月9日［水］
13:30～15:00

開催日S-1
※当行お預かり残高
1,000万円以上の方限定

抽選
セミナー

S-2
WEB申込
（メールアドレス入力）の方限定

WEB
セミナー

A. 経済・投資を学ぶ

A-1
11月4日[金]

13:30～14:30

J.P.モルガンが考える世界経済および金融市場の見通し
米国大手金融機関が考える今後の世界経済および金融市場の見通し、資産運用
の考え方について、プロが活用するデータを用いてやさしく解説します。

A-2
11月15日[火]

13:30～14:30

政府レポートを読み解く～ムーンショット型研究開発の進展状況～
ムーンショット型研究開発制度は、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目
指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発（ムー
ンショット）を推進する国の大型研究プログラムです。本セミナーではその進展状
況をご紹介します。

A-3
11月24日[木]

13:30～14:30

米国経済・金利・為替の動向
タイムリーな経済指標に基づき、最近起きたニュースを交えながら、わかりやすく
主として米国の景気・金利及び為替の見通しをご説明します。

講師

JPモルガン・アセット・
マネジメント

曽我 美由紀 氏

パトナム・インベストメンツ・
ジャパン

大塚 治夫 氏

講師

講師

前田
マネジメント

代表 前田 紳詞 氏

◎ご希望によりWebexによるオンライン相談を承ります。お申込の際にWebex希望とお伝えください。

◎本税務相談会にお申し込みいただく際に、「税理士・会計士紹介依頼書」をご提出いただく必要がございます。
詳細は支店担当よりご説明させていただきますのでご了承お願いいたします。

【以下の点に関しまして、ご留意願います】
⚫ 本税務相談会において、当行は、お客さまが税理士にご相談される機会を提供するに留まり、個別の税務相談に当行が応じるものではありません。
⚫ 今回のご紹介を通じて、税理士とお客さまの間で、最終的に取引成立となった場合は税理士から当行に対して、取引成立となった旨を通知する場合がございます。
⚫ 当日の税理士へのご相談やその後の税理士とのご契約については、お客さまご自身の責任でご判断、ご決定をお願いいたします。
⚫ 相談会での税理士とのお取引を強要するものではございません。
⚫ 当行が取り扱う商品・サービスを最終的にご契約いただくことを、お客さまへの紹介の条件としたり、当該商品・サービスをご契約いただかないことを理由に当行
とのお取引に関して、不利なお取扱をしたりすることは一切ございません。

無
料
税
務
相
談
会

税理士が個別相談を承ります。 相談時間はおひとりさま1時間とさせていただきます。
相談会参加申込を希望される場合は、
ご希望の時間を下記お問い合わせ先までご連絡ください。

11月24日（木） 9:00～17:00

WEB申込（メールア
ドレス入力）の方限定

WEB
セミナー

※ご希望により試飲をしていただけますので、お車での来場はご遠慮ください。
※写真はイメージです

※写真はイメージです

https://yoyaku.smbc.co.jp/notiss/pc/smnSearchList.do?branch_code=8041&link_id=pske_oiOTI2007001

