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主催：株式会社ビジネス・リスク・マネジメント研究所

〒658-0072 神戸市東灘区岡本１丁目２番２７号 カサベラ岡本３０４号

TEL 078-380-2191   FAX   078-380-2167 Mobile  090-1892-4631

代表取締役 鈴木和巳 Ｍａｉｌ： suzuki＠brm-research.com

■１月18日（日） １５：００（１４：３０開場）

第２回 新春交流会のご案内限定25名

井戸端文化倶楽部 語る
カジュアル・コミニュコミニティー ・ちょっと知識を学んで

・ちょっとコンサートを楽しんで
・ワイワイと親睦会
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拝啓 師走の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

さて、１２月７日の交流会も和やかな雰囲気で開催できましたこと、参加されました皆様のおかげとお礼申し上げます。

また、あいにくスケジュールが合わずご欠席されました方々にも第二回のご案内を申し上げます。

定例と致しました第３日曜日の１月１８日に開催致します。

前回と同様に当日は、カジュアルな会となっていますので、 休日のリラックスした服装でお越しいただけましたら幸いです。

勉強会、プチコンサート、親睦会となっていますので存分にお楽しみください。

今回も定員２５名となっていますので、お申込み順となっていますのでお早目のご参加のお返事をお待ちしております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

敬具

■ ご参加は完全予約制となっていますので、次のページ（Ｐ３）をご覧ください。

■ 写真は、第１回のスナップ写真です。（2014年12月7日 SUN  15:00）

ごあいさつ
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① 第一部 15:00～16:00（講師：鈴木和巳）

第二回目のテーマ

「リスクを考える」金融商品にはリスクが存在する話です。

現在は金融自由化の時代です。

自己責任が求められています。残念ながら、ほとんどの方は自己責任を遂行できるだけの金融知識を十分に持っていません。

日常生活において多種多様なリスクに晒されています。少しでも金融知識を持って、リスクの存在を理解出来ておれば、詐欺ま

がいの投資話しから守ることが、リスクを回避することができると思います。コーヒーやワインを飲みながら楽しくお聞きください。

② 第二部 16:15～16:45（卓話：ゲストスピーカー） 株式会社ビューティフルツアー 代表取締役社長 橋本昌彦

http:///.beautiful-tour.jp

③ 第三部 17:00～17:45 プチ・コンサート 横山亜美（ヴァイリニスト） http://nttbj.itp.ne.jp

～閉会～

④ 懇親会 18:00～20：30（参加自由）

懇親会はお店でお好きなものをご注文して皆さんとお時間の許す限りお楽しみください。

（ご注文は気兼ねないキャッシュ・オン・デリバリー制となっています。

“少人数制”の和気あいあい♪サンデー・カフェ・コミニュケーション

当日のプログラムと参加のお申込みについて

お申込みは

■参加費用：お一人5000円（ウエルカムドリンク＆軽食・ワンドリング付き）

参加費は下記銀行口座へ１月１２日（月）までにお振込みください（振込手数料はご負担下さい）

※1月9日（金）以降のキャンセルにつきましてはキャンセル料を100%申し受けます。

■お支払先

① 振込口座名：株式会社ビジネス・リスク・マネジメント研究所

② お振込銀行：三菱東京ＵＦＪ銀行 西心斎橋支店 （普通）１０３５７３１

ゆうちょ銀行 総合口座 記号14160 番号71833531
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開放感のあるカフェサロンを貸切で実施します。

会 場： カフェサロン「KOBE HEART」
住 所： 神戸市東灘区岡本１丁目4-17 TEL 078-411-0073

※阪急岡本駅から徒歩５分ほど。JR摂津本山から徒歩３分ほど。

※山手幹線沿いの北側です。

開催日： 2015年１月１８日（日曜日）

時 間： 15:00（受付14:30 ）～17:45（懇親会18:00～20:30）

開催場所

KOBE HERT●

阪急岡本駅

スギ薬局 ●

ドンク ●

●花屋さん

au ●

（北・山側）

（南・海側）

●パーキング
フロイン堂（パン）●

国道２号線 至る
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プチ・コンサート出演者

６歳からイタリアへ渡るまで、父 横山莞五、母 清水玲子、元・大阪センチュリーオーケストラ

コンサートマスターのナンドール・セデルケニ氏に師事。

2008年イタリア、クレモナ国立クラウディオ・モンテヴェルディ音楽院へ留学、サルバトーレ•

アッカルド氏の弟子ラウラ・ゴルナ氏に師事し、2013年同音学院を満点で卒業。その後完全

帰国し、日本を拠点にイタリア、日本各地でソロ、室内楽を中心に多数の演奏活動を行う。

これまでにザハール•ブロム氏、サルバトーレ•アッカルド氏らのマスターコースを受講。

2013年、フィレンツェ・プレーミオクレッシェンド国際ヴァイオリンコンクール第一位を受賞。

また2012年度より 「鳥取県東部地区青少年のための弦楽入門講座」 においてヴァイオリン

部門講師を務める。

横山亜美 ヴァイオリニスト

横山さんは、親睦会も皆さんとともに参加されますので、

この機会に是非素敵なお友達になってください♪

新
春
特
別
ゲ
ス
ト

心に響く生の演奏と楽しいトークをお楽しみください♪

写真提供：横山亜美

国際的姉妹バイオリニストの妹が奏でます。

Ami  

Yokoyama
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井戸端文化倶楽部「語る」：座長のプロフィール

鈴木和巳 Kazumi  Suzuki

■プロフィール

1975 April ～ 1994 December The Bank of America NT & SA(アメリカ銀行)

Management Trainee

神戸支店 融資部

香港監査部 Credit Examiner

東京支店 融資部総合商社担当、外国為替資金部FXアドバイザー、

米国不動産投資アドバイザー Vice President

1995 January ～ 1997 July ワンビシ・アーカイブス株式会社 入社

1997 August ～ 2003 November The Bank of Nova Scotia(ノヴァ・スコシア銀行)

大阪支店長として転職

2004～2005 大阪市都市再生本部 エグゼクティブ・アドバイザー

2004 ～ 2007 （屋号）ファームトゥキッチンフーズ設立

（栽培時）無農薬化学肥料栽培野菜のネット通販事業

2005 ～ 2011 株式会社フューチャー・コミュニケーションズ 顧問

2007 ～ 2012 サンファーム株式会社設立 代表取締役こだわり野菜の卸売販売等

2013 サンファーム株式会社の商号を「株式会社ビジネス・リスク・マネジメント研究所」に変更

■講師・講演活動

2005 ～現在に至る 京都外国語大学大学院 「国際ビジネス研究」 嘱託講師

2007 ～ 2009 学校法人大阪YNC国際専門学校「国際貿易概論」「国際金融入門」「国際経営学入門」非常勤講師

2008 ～現在に至る 同志社大学商学部 「国際ビジネス」 嘱託講師

2009 April ～ 2012 March 阪南大学経営情報学部 「国際金融論」 嘱託講師

2014 April ～ 摂南大学 「貿易実務」 非常勤講師

2015 April ～ 摂南大学 「グローバルビジネス」 非常勤講師

■所属団体

1997 ～ 2003 在日カナダ商工会議所（CCCJ） 会員

2000 ～ 2003 在日カナダ商工会議所 （CCCJ） 関西理事

2004 ～現在に至る 特定非営利活動法人・国際社会貢献センター（ABIC） 会員

2005 ～現在に至る 関西プレスクラブ 賛助会員

2008 ～現在に至る 関西カナダビジネスアソシエーション （KCBA） 理事 財務担当

2008 ～現在に至る 関西日加協会（CJSK） 理事
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