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きほんの講座　①－1

◆カレッジデビュー講座
定員60名

講座番号　①－1
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

　　　　　まなびのコース1年生向けのおすすめ講座です。
文化・芸術や地域のことなど……それぞれの分野で活躍する方
を講師にお迎えし、オムニバス形式でお届けします。これまで
苦手意識を持っていたり、触れるチャンスのなかった分野に接
する良い機会です。ご自身の新たな一面を発見してみませんか？

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/14（月） 歌舞伎ものしり講座〜入門編〜 金田　栄一

第2回 5/21（月） 和歌を知る〜百人一首と短歌の歴史〜 兼築　信行

第3回 6/ 4（月） Let's��紙ニケ―ション！／紙は友達 小林　一夫

第4回 6/11（月） 東京駅周辺を中心とした地下空間利活用 粕谷　太郎

第5回 6/25（月）
フルートで知るクラシック音楽の魅力（演奏付）
企�画・協力　認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワーク�
　　　　　株式会社村松フルート製作所

益田　善太
黒田　聰

講　師　紹　介

　歌舞伎座舞台㈱顧問。大学在学中は歌舞伎研究会に所
属し、1971年立教大学卒業後、松竹株式会社入社。歌
舞伎座宣伝課長、副支配人、支配人、演劇本部ゼネラル
マネージャーを経て、2005年5月から㈱伝統文化放送
代表取締役社長就任。2008年から歌舞伎座舞台㈱代表
取締役社長、2012年から現職。

　早稲田大学文学学術院教授。1956年、島根県松江市
生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程中退。
専門は日本古典文学、和歌史、文献学。一般向けの著書に、
『一週間で読めるくずし字』（淡交社）、『聞いて楽し百人
一首』（創元社）。

　東京・御茶ノ水にある ｢おりがみ会館｣ 館長。安政5
年創業の和紙の老舗 ｢ゆしまの小林｣ 会長。折り紙の展
示や、教室の開催、講演などを通じ、和紙文化の普及と
継承に力を注いでいる。先人の知恵や技を感じることの
できる伝承の折り紙を愛し、日本のみならず世界各国で、
日本文化の紹介、国際交流にも努めている。

　地下空間利活用研究所所長、吉林建築大学名誉教授、
土木学会地下空間研究委員会委員、技術士（トンネル）。
1945年生まれ。専門は都市トンネル、地下空間利活用。
NHKクローズアップ現代、ブラタモリ（東京駅周辺地下）
ほかに出演解説。著書に『みんなが知りたい地下の秘密』
（SBクリエイティブ）、『地下空間ガイドブック2013』（清
文社）など。

　東邦音楽大学専任講師、同短期大学講師。東京藝術大
学卒業。同大学院修了。フルートを佐藤直美、中野富雄、
金昌国、P.マイゼンの諸氏に師事。1997年東京藝術大
学室内楽定期演奏会出演。1998年ヤマハ木管新人演奏
会出演。2000年東京文化会館オーディション（室内楽）
合格。

　木管五重奏アンサンブル・カシオペヤメンバー。東京
藝術大学卒業後、ドイツ・シュトゥットガルト国立芸術
大学に留学、2007年卒業。第52回全日本学生音楽コ
ンクール東京大会奨励賞受賞。フルートを石橋正治、金
昌国、中川昌三、J=C.ジェラールの諸氏に師事。現在、オー
ケストラ、室内楽の分野で活躍している。

金田　栄一（かねだ　えいいち） 兼築　信行（かねちく　のぶゆき）

小林　一夫（こばやし　かずお）
粕谷　太郎（かすや　たろう）

益田　善太（ますだ　ぜんた） 黒田　聰（くろだ　さとし）

　音楽活動を通じて地域社会に貢献する認定NPO法人です。晴海トリトンスクエア内にある第一生命ホールを拠点とし、
ホールの主催公演である芸術活動と、周辺地域を中心としたコミュニティ活動を2本の柱として、会員とサポーター（ボ
ランティア）、寄付者の支えを受けて実施している認定NPO法人です。

認定NPO法人トリトン・アーツ・ネットワークとは

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児
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　　　　　武士は源頼朝による鎌倉幕府創設以来、明治維新ま
で、600年以上にわたって日本を支配してきました。江戸時
代を通じ、武士の在り方は領主から官僚へと変容しつつも、戦
士としての位置付けおよび主従関係は維持されました。
　しかしながら、「御一新」を経て、かつての直参旗本、薩長
の藩士も「士族」に統一され、新政府発足から10年足らずで
旧来の特権はほとんど解体されました。
　こうした変革がスムーズに進んだ要因を含め、この講座では、
幕末維新を通じて武士がどのように変わっていったかをみていきます。

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/22（火） 維新前における家禄と身分制度の変容

落合　弘樹

第2回 6/ 5（火） 新政府の発足と廃藩置県前後の禄制改革

第3回 6/19（火） 秩禄処分の断行とその影響

第4回 7/ 3（火） 不平士族と士族反乱

第5回 7/17（火） 明治の社会と「武士」

　明治大学教授・史学地理学科長。1962年大阪府生まれ。中央大学文学部史学科卒業後、同大学文学研究科博士課程後

期課程退学。京都大学人文科学研究所助手などを経て現職。博士(文学、京都大学)。専門分野は日本近代史。著書に『西

南戦争と西郷隆盛』(吉川弘文館)、『秩禄処分』(講談社学術文庫)ほか多数。

落合　弘樹（おちあい　ひろき）

講　師　紹　介

きほんの講座　①－2

◆【明治維新150周年記念】
　幕末維新史～武士の崩壊と新国家建設～

定員60名
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

講座番号　①－2
時　間：午前10時30分〜正午
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円
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きほんの講座　①－3

◆思いを伝える読み方、話し方
　（生涯学習基礎講座）

　　　　　読むとき、話すときに「内容が伝わらない思いが伝
わらない」と悩んだことはありませんか？読むことも話すこと
も、音声表現です。「作家の文章で登場人物の心情を伝える読み
方」「自分の言葉で自分の思いを伝える話し方」いずれもその手
法技術に大きな違いはありません。
　この講座では、まず基礎である声を知り、その上で、内容や
気持を生き生きと伝える方法を、実践を通して学習します。こ
れは、日常生活にも応用が可能です。それぞれの個性ある声と、培ってきた人間性を生かした、表現への道筋
を知ることを目指します。

※この講座は生涯学習サポーター養成コース生が優先されます。
※過去に受講された方は申し込めません。（生涯学習サポーター養成コース生は除く）

主　題

定員20名

講座番号　①－3
時　間：午前10時〜正午
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/15（火） はじめに　「読む、話す」ための声

林　理絵子

第2回 5/29（火）「内容」を伝える

第3回 6/12（火）「思い」を伝える1

第4回 6/26（火）「思い」を伝える2

第5回 7/10（火） まとめ　「思い」を伝える3

　語り演者、音訳者。NHK日本語センターで朗読を、放送表現センターでドラマティックリーディングを学び、語りで

鎌田弥恵氏に師事。ラジオ朗読番組、朗読トレーニングCDなどに出演。音訳者として、小説、エッセイ、週刊誌など、

多数朗読。語り演者として、言音座・座パウゼ・語り工房「鎌田組」公演などに出演。

林　理絵子（はやし　りえこ）

講　師　紹　介
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きほんの講座　①－4

◆英語で“日本”を伝えよう
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

定員30名

　　　　　訪日外国人数は年々増加しており、2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、中央区を
訪れる外国人観光客は今後も増え続けることが予想されていま
す。外国人にとってこの町の魅力は多種多様にありますが、知
らない土地を訪れている彼らの大きな助けや喜びとなるのは、
現地の人々との心温まるコミュニケーションです。
　そこで、この講座を通じて、観光名所までの道案内や中央区
の各エリアの歴史文化、日本人のくらし方についてなど、英語で外国人をおもてなしする際に役立つ心構え
とフレーズを習得しましょう。
　講義に際しては、中央区だけではなく日本のどこへ行っても学んだことが活用できるように、幅広い内容
のテキストを活用します。また、外国人の話す自然なスピードの英語に対応できるよう、音声トレーニング
やアウトプットレッスンを重視します。
　積極的に参加しましょう！

※初中級レベル。ゆっくりであれば会話の要点が理解でき、聞き返せる語彙力を備えている方。
　　具体的な目安は以下の通り。
　　英検：準2級〜、TOEIC：500点台〜
※東京都主催の「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」とは関連ありません。

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/14（月）

【主な講義内容】
・�外国人に対応するための英語力UPを目指す上で知ってお
きたいこと
・丁寧な英語表現について
・日本のことや文化を説明してみよう
・外国人にとって聞きやすい英語を話そう
・自然なスピードの英語を聞き取ろう
・気配りを表す表現について、お別れのあいさつなど
・話しかけるときに便利なフレーズについて
・�リスニングトレーニング〜音と音のつながりに注意しよう

大島　さくら子

第2回 5/21（月）

第3回 5/28（月）

第4回 6/ 4（月）

第5回 6/11（月）

第6回 6/25（月）

第7回 7/23（月）

第8回 7/30（月）

主　題

　株式会社オフィス・ビー・アイ代表取締役。慶應義塾大学・Temple大学Japan卒業、Oxford大学留学、（株）サンリオ・

人事部勤務を経て英語講師となり、現在、早稲田大学、東京商工会議所、港区国際交流協会など、多数の行政・法人機関

にて英語指導を行っている。著書に『絶対に使える英文eメール作成術』（角川SSC新書）、『実践ビジネス英会話』（ベ

レ出版）、『ビジネス英語4週間集中プログラム』（ダイヤモンド社）ほか多数。英検1級、TOEIC990点取得。

大島　さくら子（おおしま　さくらこ）

講　師　紹　介

講座番号　①－4
時　間：午後2時〜3時30分
場　所：築地社会教育会館
回　数：8回
受講料：2,400円
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　　　　　人生80年時代と言われたのはつい先ごろのように思われ
ますが、いつしか人生90年時代となり、とうとう人生100年時代も
夢ではない時代になりました。長くなった人生の午後を健康で明るく、
しかも安心して暮らすのが多くの人の願いです。
　年金の減額や医療介護サービスの縮小など老後生活に関する不安は
少なくありませんが、できるだけ前向きに生きるためのノウハウを皆
さんとともに考えていきたいと思います。

企画・協力：シニア社会学会

講座番号　①－5
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/17（木） 人生100年時代のライフシフト 袖井　孝子

第2回 5/31（木） 学ぶことで世界は広がる 立教セカンドステージ大学卒業生
（中村　昌子、小平　陽一）

第3回 6/14（木） 人生100年時代の生活設計 野村證券㈱投資情報部
証券学習開発課社員

第4回 6/28（木） 最期まで豊かにつながり続けるためのインターネット 澤岡　詩野

第5回 7/12（木）「音楽セラピーのすすめ」〜長生きしたけりゃ　長息しなさい！〜＆まとめ
牧野　俊浩
袖井　孝子

講　師　紹　介

きほんの講座　①－5

◆超高齢社会を生き抜く知恵
　～人生100年時代を輝いて生きる～

定員30名
託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

　お茶の水女子大学名誉教授、東京家政学院大学客員教
授、一般社団法人シニア社会学会会長、一般社団法人コ
ミュニティネットワーク協会会長、NPO法人高齢社会を
よくする女性の会副理事長。中央区男女共同参画推進委
員会会長。著書に『変わる家族変わらない絆』『高齢者は
社会的弱者なのか』（以上ミネルヴァ書房）、『女の活路　
男の末路』（中央法規）など。

　立教セカンドステージ大学卒業生。航空会社客室乗務
員として32年間勤務後、早期退職。立教セカンドステー
ジ大学で学んだ後、立教大学大学院21世紀社会デザイン
研究科修士課程修了し社会デザイン学学位取得。現在シ
ニア社会学会運営委員、PPP財団アソシエイト。地元市
川では、地域猫活動他2018年4月より公立小学校で外
国語指導員として勤務。

　立教セカンドステージ大学卒業生。元高校家庭科教師。
化学を教えた後、女子大にて家庭科教育を学び家庭科に
転科。退職後、立教セカンドステージ大学、立教大学大
学院にて学ぶ。在学中、応募レポートが日本女性学習財
団賞大賞を受賞。それを基に『僕が家庭科教師になった
わけ』太郎次郎社エディタスを出版。シニア社会学会ラ
イフプロデュース研究会会員。

　（公財）ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員。1974年
神奈川県生まれ。武蔵工業大学卒業、東京工業大学大学
院博士後期課程修了、東京理科大学助手を経て、2007
年より現職。専門は、老年社会学。緩やかなつながりづ
くり、ICT（情報通信技術）の普及が交流に及ぼす影響など、
高齢期の社会関係をテーマとした研究に取り組んでいる。
北海道新聞でコラム「生き・粋・活きシニア」を配信中。

　セラピー音楽家。シニア社会学会会員。一般社団法人
日本音楽健康音楽認定音楽健康指導士。早稲田大学商学
部卒業。音楽の社会貢献を考え、高齢者の健康増進のた
めの「はやりうた健康法」を主宰。歌い手としてのステー
ジ活動と並行して高齢者施設や行政での講演活動を行う。
各地で「声みがき・歌声サロン」を展開中。キーワードは「長
生きしたけりゃ　長息しなさい！」。著書『音楽セラピー
のすすめ』。

袖井　孝子（そでい　たかこ） 中村　昌子（なかむら　よしこ）

小平　陽一（こだいら　よういち）

澤岡　詩野（さわおか　しの）
牧野　俊浩（まきの　としひろ）

　本業を通じた社会貢献として、全国各地で金融経済の

基本知識の講座を提供することを通じ、地域住民の生活

の質の向上、日本経済の活性化や投資家層の裾野拡大に

つながる活動を行っている。

野村證券株式会社投資情報部証券学習開発課とは
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　　　　　新しさと伝統が共存するまち中央区は、江戸時代か
ら商業が繁栄し、文明開化以降は西洋文明受容の中心地として、
経済・文化・情報の面で常に時代の最先端を歩んできました。
　この講座は、中央区の歴史の中で暖簾を守り続けてきた「老
舗」の物語です。講演と聞き手との対談というそれぞれの形式
で、老舗の創業の歴史や、まちへの思い入れ、ご当主の人生哲
学などをたっぷり語っていただきます。また、一緒にまちめぐ
りを楽しみながら、実際に老舗を訪れてみましょう。
※初めて受講される方が優先されます。

きほんの講座　①－6

◆中央区老舗ものがたり
講座番号　①－6

時　間：午後2時〜3時30分
　※�第5回は午後1時30分〜3時30分
場　所：築地社会教育会館ほか
　※第5回は現地集合・現地解散
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名 聞　き　手

第1回 6/ 7（木） 老舗のおはなし〜榮太樓總本鋪〜 細田　安兵衛

樋口　純一

第2回 6/21（木） 老舗のおはなし〜板倉屋〜 藤井　義己

第3回 7/ 5（木） 老舗のおはなし〜白木屋中村傳兵衛商店〜 中村　梅吉
中村　　悟

第4回 7/19（木） 老舗のおはなし〜有便堂〜 石川　雅敏

第5回 7/26（木） 老舗めぐり

講　師　紹　介

定員40名

　（株）榮太樓總本鋪相談役。慶應義塾大学経済学部卒業、
1973年榮太樓食品工業（株）社長に就任。1974年（株）
榮太樓總本鋪社長、1995年同社会長、2000年同社相
談役に就任。1994年藍綬褒章受賞。1999年勲四等瑞
宝章受賞。2012年中央区名誉区民として顕彰。

　人形焼本舗板倉屋三代目店主。1953年日本橋人形町
生まれ。駒澤大学商学部卒業後、家業に専念。人形焼の
職人として、またニ代目の経営をフォローしつつ店舗と
地域の商店街活性化に尽力する。2005年より現職就任。
職人歴は学生時を含め46年目となる。

　1929年白木屋中村傳兵衛五代目の長男として京橋炭
町（現京橋3丁目）に出生。京橋幼稚園・小学校、都立
三中、東京外事専門学校蒙古科を卒業し家業に。1962
年五代目死去により相続。戦災被害体験者として各メディ
アに出演。現在、中央ＦＭで毎週随想を放送、インターネッ
トに「隠居の独り言」を多数UP中。

　（株）白木屋中村傳兵衛商店社長。1959年生まれ。東
京経済大学経済学部卒業後、5年のメーカー勤務を経て、
1988年白木屋入社。2000年より現職。六代目中村梅
吉の次男。

　株式会社有便堂取締役。三代に渡り東京生まれ。
1970年創業者他界に伴い1971年より京都御所近くの
意匠図案用品店へ見習修行。1974年より有便堂外商業
務担当を経て1998年より代表、現職となる。

　有限会社日本橋弁松総本店代表取締役。1971年東京
都生まれ。1994年日本大学法学部卒業後、新潟の割烹
旅館に勤務。1997年有限会社日本橋弁松総本店入社。
半年後、先代急死により現職就任。老舗としてのプライ
ドを高める一方、いかに敷居を低くするかをテーマに活
動。古絵葉書収集、街案内のガイドを通して、日本橋の
魅力をゆるく伝えている。

細田　安兵衛（ほそだ　やすべえ） 藤井　義己（ふじい　よしみ）

中村　梅吉（なかむら　うめきち） 中村　悟（なかむら　さとる）

石川　雅敏（いしかわ　まさとし）

樋口　純一（ひぐち　じゅんいち）

7/26を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児
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回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 5/18（金） オリエンテーション　講義：中央卸売市場について

東京魚市場卸協同組合

第2回 5/25（金） 実習①　〜旬の魚の講義と扱い方・さばき方〜

第3回 6/ 8（金） 実習②　〜旬の魚の講義と扱い方・さばき方〜

第4回 6/22（金） 実習③　〜旬の魚の講義と扱い方・さばき方〜

第5回 7/ 6（金） 実習④　〜旬の魚の講義と扱い方・さばき方〜

第6回 7/20（金） 実習⑤　〜旬の魚の講義と扱い方・さばき方〜

第7回 7/27（金） 市場見学・まとめ

　　　　　1935年の築地市場開場から80年以上にわたり継
いできた伝統、築地ブランドを築き上げてきた目利き・技術を
持つ仲卸業者による魚のさばき方の実習を中心に、市場のしく
みや役割、市場見学を組み入れた体験的講座です。
　実習では、その時々の旬の魚を取り上げ、魚についての講義
と扱い方、さばき方、簡単な調理のコツを学びます。
　最終回の築地市場見学では、流通のしくみや魚食文化を学び、
市場や仲卸業者の仕事を体感して頂きます。

企画・協力：東京魚市場卸協同組合�広報文化委員会

※日程を変更する場合がございますがご了承ください。
※過去に受講された方は申し込めません。

きほんの講座　①－7

◆魚市場セミナー
講座番号　①－7

時　間：午後2時〜4時
　※第7回は午前9時〜11時
場　所：築地社会教育会館ほか
　※�第7回は築地市場に現地集合・現地
解散

回　数：7回
受講料：2,100円
材料費：5,000円
保険料：300円程度（実習・見学時）

主　題

定員32名

7/27を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

市場見学 東京都中央卸売市場築地市場
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　　　　　600年の歴史を持つ、和楽の伝統芸能「狂言」。庶
民の日常を題材に、人間誰しもが身に覚えのありそうな心の動
きを、大らかで素直な笑いとともに表現するのが狂言です。そ
の舞台はとてもシンプル。観る人の想像力に訴えながら、ない
ものをあるかように見せる、遊び心に富んだその技術は「素手
の芸」ともいわれます。
　この講座では、第一線で活躍中の狂言師による演者ならでは
の視点を交えた講義と、小舞や狂言の体験を中心に、能舞台で
の観劇を通して、より気軽にかつ深く、狂言を楽しんでいただ
くことを目指します。
企画・協力：万作の会
※この講座ははじめて受講される方が優先されます。
※講義内容は前後する場合がありますのでご了承ください。

きほんの講座　①－8

◆笑いの伝統芸能～「狂言」を楽しもう～

講座番号　①－8
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
　※�第5回は宝生能楽堂に現地集合・現

地解散
回　数：5回
受講料：1,500円
観劇料：4,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 6/13（水） 狂言とは〜その歴史と特徴〜 石田　幸雄

第2回 6/27（水） 狂言の謡と所作〜小舞を題材に〜 石田　幸雄

第3回 7/ 4（水） 狂言とは〜実演をまじえて〜 石田　幸雄
中村　修一

第4回 8/ 1（水） 狂言の言葉とセリフ〜狂言「しびり」を題材に〜 石田　幸雄

第5回 8/24（金） 公演鑑賞「野村狂言座」　 解説付の公演を
鑑賞します

講　師　紹　介

　狂言師。学習院大学非常勤講師。1949年生まれ。野村万
作（人間国宝）に師事。重要無形文化財総合指定者。大曲の『三
番叟』『釣狐』『花子』をすでに初演。野村万作・萬斎らとと
もに国内外を問わず精力的に活動、狂言の普及に貢献してい
る。2006年「雙ノ会」で芸術祭大賞、2011年観世寿夫
記念法政大学能楽賞受賞。

石田　幸雄（いしだ　ゆきお）

　狂言師。1989年生まれ。野村万作（人間国宝）に師事。
慶應義塾大学法学部卒業。9歳で入門後、『魚説法』『太鼓負』
などに出演。すでに『三番叟』『奈須与市語』を披く。全国
各地の狂言ワークショップで講師を務めるほか、大学の狂言
サークルも指導。能楽協会会員。

中村　修一（なかむら　しゅういち）

定員60名

会　場　図

文京区本郷1－5－9

8/24を除く

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児

石田　幸雄（撮影：政川　慎治）
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　　　　　世の中のお金の流れと、生活に関わる経済・金融に
ついて、初歩から考える入門講座です。
　お金をためる“貯蓄”とふやす“投資”の違いは？　金融商品っ
てどんなもの？　いまさら聞けない経済のこと、金融のことを
初歩の初歩から学びます。
　ニュースや新聞で見聞きする経済の事柄が、私たちの生活に
どのように関わっているかを学び、“生きがい”ある人生を送
るための生涯生活設計を考える機会とします。
　最終回には、各回で出た疑問やもう一度聞きたいことなどを、
おさらいする時間を設けます。

講座番号　①－9
時　間：午後2時〜4時
場　所：築地社会教育会館
回　数：5回
受講料：1,500円

主　題

回�数 日　程 講　義　内　容 講　師　名

第1回 6/ 1（金） 経済ニュースで世界を知ろう　〜世界を知って、日本の今を考える〜

特定非営利活動法人
金融と証券を
学習する会

第2回 6/ 8（金） 知っ得！老後のためのお金の知識パート①　〜年金制度、相続と贈与の税制優遇措置について〜

第3回 6/15（金） 知っ得！老後のためのお金の知識パート②　〜金融商品のいろいろとNISAについて〜

第4回 6/22（金） 日本の経済、これからどうなるの？　〜アベノミクスと日本経済の情勢について〜

第5回 6/29（金） どうなる？金利、為替、そして株価のゆくえ―パネルディスカッションと質問・おさらいの時間―

講　師　紹　介

きほんの講座　①－9

◆おとなのしゃかいか
　～初歩から学ぶ暮らしにかかわる経済のこと～

定員40名

　特定非営利活動法人　金融と証券を学習する会は、広く一般市民を対象として、経済、金融、証券、証券投資に関す

る知識を普及・啓発する活動を行い、社会教育における公益の増進に寄与することを目的として、2016年2月に設立、

2017年7月に東京都の特定非営利活動法人に認証されました。金融機関出身のボランティアによる講師が、中立・公正

な立場から、長年の経験を基に、市民目線に立った“わかりやすさ”を信条に解説・説明を行っています。現在、東京近

郊の公民館での講座開催を活動の中心に、一般企業や地方公共団体、大学などへの出前講座も行っています。

特定非営利活動法人　金融と証券を学習する会とは

託児付
【対象】
2歳半～
未就学児
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