
井戸端文化倶楽部 語る
■キックオフ勉強会のご案内 １２月７日（日）
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拝啓、初秋の候、貴行ますますご清栄のことお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、多くの方々のご協力をいただき、大人が楽しんでいただける勉強会をスタートすることに致しました。

私自身は長年勤務していた外資系金融機関で得た経験、知識とノウハウを当たり前のようにお話しするのですが、

只、私が大学での講義や企業のセミナーで講演している内容をそのまま話しするのもあまり面白くないと思いました。

そこで、大切な人と人のコミュニケーションを重視して、井戸端文化倶楽部「語る」という屋号で立ち上げました。

ごあいさつ

井戸端文化倶楽部語る KATARU
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今の世の中では、高校や大学で「お金の話しは下賎だ。」と言われることが少なくはありません。

学校の教育現場で「お金」の話しがされていないことにも気づきました。

そのような背景もあり最初は、生活に大切なお金のお話から色々と発展していこうと思います。

実は、試験的にもう少しカジュアルな感じでお金のお話会を行っていました。

聞く人にとっては意外にも驚きであったり、新鮮であったりとの反応を頂きました。

井戸端文化倶楽部「語る」では、よくある名刺交換会ではなく、和気あいあいと楽しくしていきたいという気持ちです。

じゃぁ、定期的に素敵なカフェで・・・ということに決めました。

キックオフの企画書に私の思いを入れましたので、

お時間が許されば是非ご参加いただき一緒に過ごしたいと思っています。

簡単でございますが、ご挨拶にさせていただきます。

株式会社ビジネス・リスク・マネジメント研究所

代表取締役 鈴木和巳

http://www.brm-research.com/



キックオフは、北米系銀行在籍約２７年間に取得した知識・経験を踏まえた内容を
カジュアルな雰囲気で楽しんでいただく勉強会です。

日本人にはなじまない
お金からのお話を楽しく
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お金からのお話を楽しく
カジュアルにカフェで楽しみましょう

いつもの大学の講義や、ビジネス講演会では語らなかった目からウロコのお話。

えっ、そうだったのか・・・銀行のお話が飛び出すかも。

ビジネスにも、家計簿にも役に立つ本音のお話・・・・・等々。



自分を守る、家族を守る、そして、新しい国づくりを考えることのできる世代に・・・・

皆さんは、今それぞれの専門分野で、スペシャリストを目指して切磋琢磨していることでしょう。

私たちが暮らしている経済社会では常にお金（数字）が紐づいています。

仕事人として幅広い情報（情報網）を持ったスペシャリストが求められています。

「Ｔ型人間」と言われています。

セミナーのテーマを考えるに至って・・・
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アルファベットで「Ｔ」と言う文字を頭に浮かべてください。

縦に伸びた線が専門分野、そして、横に伸びた線が幅広い情報網で「傘」に例えましょう。

情報網と言う傘で上から降ってくるものから身を守り、情報網という機能で危険を察知することが大切です。

経営用語に「スキャニングアビリティー」という能力を示す言葉があり、常にレーダーのようにスキャンすることです。

日常生活でも、そのように意識することで、新しい発見があり、その時から今までとは違う自分としてプラスに進化していきます。

今回は、金融の傘を広げて、

まず「大切なお金」と生活をする為に、３つのテーマにセミナーを３回シリーズで開催する予定です。

大学や講演会のような固い雰囲気ではなく、おしゃれなカフェを貸切にして実施します。

開放感のある空間で、気持ちをオープンにして楽しみましょう。



講座のテーマ （最初は金融の専門分野から楽しいお話をしていきたいと思っています）
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第一回目

「真正面から金を考える」

お金の話し

日本人は、お金のことで真正面からいうことをはばかる文化を持っていますね。

だからでしょうか？学校教育の現場では「お金」・「金融」のことを学ぶカリキュラムがありません。

どうして教えないのでしょうか？

今からでも遅くはありません。

北米系銀行在籍約２７年間に取得した知識・経験を踏まえてカジュアルな雰囲気での勉強会です。

その後は、もっと気持ちをリラックスできるミニコンサートをご用意しています（※毎回企画します）

そして、コンサート後は自由にお店でお好きな飲み物やドリンクを楽しみながら新しいいご縁をつくりましょう。

１２月７日（日）１５：００～１７：４５（懇親会１８：００～２２：３０）決定
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そして、コンサート後は自由にお店でお好きな飲み物やドリンクを楽しみながら新しいいご縁をつくりましょう。

第二回目

「リスクを考える」

金融商品には

リスクが存在する話し

第三回目

「ライフプランを考える」

投資の話し

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。

楽しくお聞きください。

例えば、妻が夫に求めるものは何でしょうか？

その順位は、①生活保障、②社会的責任、③性的満足、④知的刺激、⑤家事・親の世話への協力と⑥気配り

だそうです。

人生と家族を守るために投資（資産運用）の必要性も考えてみては・・・。

ほとんどの方は、投資目的を明確にしないで、いきなり金融商品選びから入ってしまいます。

日常のライフプランに合った運用方法などを事例をもってお伝えできると思います。

※セミナーの内容は変更する場合がありますのでご了承ください。

２０１５年１月中（調整中）

２０１５年２月中（調整中）
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“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

■定員は２５名の予定です。

プログラム
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【プログラムの予定】

①第一部 15:00～15:45（講師：鈴木和巳）

②第二部 16:00～16:50（講師：鈴木和巳&ゲストスピーカー）

③第三部 17:00～17:45 ミニコンサート

■参加費用：お一人５０００円（ワンドリング・お弁当付きの予定）

④わいわい懇親会 18:00～20：30（参加自由）

■懇親会のご注文はお店で自由にキャッシュ・オン・デリバリーでワイワイ

と楽しみください。

お店はワインや簡単なアミューズもありますよ♪
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開放感のあるカフェサロンを３時間貸切で実施します。

会 場： カフェサロン 「KOBE HEART」

開催場所

阪急岡本駅

（北・山側）
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■日曜日の１５時から定期的にKOBE HEARTで開催する予定です。

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： 2014年12月7日（日曜日）

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

KOBE HERT●

阪急岡本駅

スギ薬局 ●

ドンク ●

●花屋さん

au ●

（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

鈴木和巳

座長のプロフィール
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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

■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

※連絡先：井戸端文化倶楽部「語る」 座長／鈴木和巳 Mobile  090-1892-4631
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■講師・講演等

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

講演活動
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■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



「日本人は、お金のことで真正面からいうことをはばかる文化を持っている」ともいわれています。

学校教育の現場では「お金」・「金融」のことを学ばせるカリキュラムがありません。

どうして学校で「お金」・「金融」のことを、例えば、小学校の段階から教えないのでしょうか？

社会人になって初めて「お金」・「金融」のことを意識し、学ぶのでは遅すぎます。

問題意識 その１

日本人の礼節と文化の違いが・・・金融知識の入口を閉ざしています。

Copyright by PERSONAL-N
井戸端文化倶楽部「語る」の、ちょっと雑談（勉強会の趣旨）
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社会人になって初めて「お金」・「金融」のことを意識し、学ぶのでは遅すぎます。

この企画では外資系銀行に約２７年在籍中に取得致した知識・経験をみなさんにシェアしたいというのがコンセプトです。

「お金」、「金融の仕組み」、「国際金融」、「投資への考え方」、「金融資産構築」

そして「金融資産活用で豊かな生活」のことを少しずつお話をしていきます。

冒頭にお話ししましたように、今を、そして将来をどう生きるか、経済的にゆとりを持つにはどうすればよいのか？

一回だけの詰め込みスタイルでは身につきませんし楽しくはありません。

予定では６回に分けて進めていきます。

徐々に参加された皆さんからの質問も参考に新しい切り口のセミナーもあるかもしれません。

知り合った皆さんと共に組み立てていく「情報吸収会」に是非ご参加ください。



私はよく大学生たちにこのようなことを言っております。

「リスクを軽減する方法」は主に３つあります。

第一はその取引をしなければリスクはまったくゼロですので、取引をしない意思決定です。

問題意識 その２

リスクを軽減する方法。
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第二は自分が本当にコントロール・管理できるまで軽減できれば、例えばリスク全体の２０％～３０％までのリスクを

軽減しその程度のリスクを取れるならば取るという意思決定をする。

後の方法は、世の中には必ずリスクテイカー（Ｒｉｓｋ Ｔａｋｅｒ）がいますので、彼らにリスクを譲渡することです。

※リスクテイカーとは

精密な評価と緻密な計算を司る能力、勝敗を分ける流れやタイミングを察知する感性、失敗を恐れずに勝負をしかける勇気や実行力など、様々な能力や精神力、右脳と左脳

のバランスをものすごく高いレベルで兼ね備えている人のこと。歴史上の人物でいうなら、桶狭間の戦いで今川義元を破った織田信長なんかはまさに偉大なるリスクテイカー

と言えます。 悪の事態としては命を失うかもしれないという 大級のリスクを冒して電撃的な戦いを仕掛け、自分たちより何倍も強大な今川の軍勢を破るという大きなリター

ンを得たわけですよね。（Ｗｅｂより抜粋）



少しでも金融知識を持って理解して詐欺まがいのリスクから自分を守る！

現在は金融自由化の時代です。

そのような時代において自己責任が求められています。

今を、そして将来をどう生きるか、経済的にゆとりを持つにはどうすればよいのか？

世の中には人をだまして労せずにお金を頂こうとする、詐欺まがいの行為が多々見受けられます。

様々な金融商品にはリスクが存在しています。

問題意識 その３
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井戸端文化倶楽部「語る」の、ちょっと雑談（勉強会の趣旨）
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様々な金融商品にはリスクが存在しています。

少しでも金融知識を持って、理解出来ていれば、詐欺まがいのリスクから自分を守ることが、回避することが出来ると思います。

しかし、自己責任遂行できるだけの金融知識を十分に持っている人は多くありません。

メディアを利用した巧みな表現で「あの人の言っていることだから大丈夫」と判断しがちです。

そのように、私たちは日常生活において多種多様な情報によってリスクに晒されています。

そのリスクを如何に軽減あるいは回避することが出来るのか考え、自己責任の名の下でそれらを実行することが望まれているのではない

でしょうか。

例えば、金融に関して、その知識を習得し、その存在しているあるいは潜在リスクを本当に理解して、それを生活の知恵として活用するこ

とで有意義な生活をすることができます。


