
2018 年 7月 30 日 
 

 夏休み企画 親子で楽しむ〈ひろぎん〉セミナーの開催について 
 

株式会社広島銀行（頭取 部谷 俊雄）では、お客さまの中長期的な資産形成をサポートするため、 

セミナーを開催いたしますので、下記のとおりお知らせします。 

   本セミナーは、土曜日にショッピングモール内で開催し、お子さま（小学生以上）を対象とした 

プログラムをご用意しています。 

 

記 

【セミナーの概要】 
 

名 称 夏休み企画 親子で楽しむ〈ひろぎん〉セミナー 

開 催 日 時 2018 年 8月 25 日（土） 14：00～15：00  

開 催 場 所 イオンモール広島祇園 3Ｆイオンホール （広島市安佐南区祇園三丁目 2-1） 

内 容 

第 1部 
14:00 

～14:20 

大人 

お子さま

共通 

親子でサイエンスショー  

空気と風でサイエンスマジック！ 

 《運営》エデュパーク 

第 2部 
14:20 

～15:00 

大人向け

資産形成セミナー 

（つみたてＮＩＳＡ＆ｉＤｅＣｏ） 

 あなたにぴったりのお金の貯え方をお伝え

します。どなたでも簡単にできる積立投資と

おトクな制度（つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏ）

についてご案内します。 

 《講師》アセットマネジメントＯｎｅ㈱ 

お子さま

向け 

子どもミニ科学教室 

・ピンポン玉が浮く!? 吹き玉作り 

・キッズ科学者になって実験にチャレンジ！ 

 《運営》エデュパーク 

参 加 費 無料 

対 象 ・ 定 員 

小学生以上のお子さまと保護者の方 先着 30 組（1組最大 4名様まで） 

＊定員になり次第、締切りとさせていただきます。 

＊お子さまのみの参加は受付けしておりません。 

申 込 期 限 2018 年 8月 17 日（金） 

申 込 方 法 

（１）別紙参加申込書にご記入のうえ、営業店窓口にて申込んでください。 

（２）当行ホームページ内の「個人のみなさま」＞「相談会・セミナーについて 

知りたい」＞「セミナーのご案内」から申込んでください。 
 

※詳細・注意事項については、別紙チラシをご参照ください。 
以 上 

  

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 アセットマネジメント部 

  TEL(082)247-5151（代表） 



 

 

 

 

 

 

◆本セミナーでは、お客さまへの各種情報提供と併せて、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことが

あります。ただし、セミナーにおいて契約締結は行いませんので、ご希望の方は別途お申し付けください。 

◆iDeCoは手数料が必要となります。くわしくは本セミナーまたは店頭にてお問い合わせください。 

【投資信託のリスク】 
●投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券

の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。従って、ご

投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を

割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが

あります。 
●投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。 

※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
【投資信託取引に係る諸費用】 
●投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し 大3.24％［税込／1万口あたり］）、運用期間 

中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し 大2.2312％［税込］）やその他費用を間接的にご負担 

いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。 

また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額（換金時の基準価額に対し 大1.0％）などをご負担

いただく場合があります。 

※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧くださ

い。 
【その他の重要事項】 
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。 
●広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 
● お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合

は、申込を受付することはできません。 
● お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承

ください。 
 

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「投資信託のお申込みに

あたって」の内容をよくお読みください。 
 
【商号等】 
株式会社 広島銀行  登録金融機関 中国財務局長（登金）第５号 
【加入協会】 
日本証券業協会  一般社団法人 金融先物取引業協会 



プ ロ グ ラ ム

※全プログラムとも、同一会場で実施します。  ※お子さまのみの参加は受付けしておりません。

親子でサイエンスショー大人 子ども

資産形成セミナー
（つみたてNISA&iDeCo）

子どもミニ科学教室
大人 子ども

参加
無料先着

30組
様

先着

30組
様

※1組最大4名様まで※1組最大4名様まで

お子さまにも楽しんでいただけるサイエンスショーも実施します。
ぜひご家族でご参加ください。

お子さまにも楽しんでいただけるサイエンスショーも実施します。
ぜひご家族でご参加ください。

応募締切：8月17日（金）  定員に達し次第、締切りとさせていただきます。

『つみたてNISA』+『iDeCo』
ニ ー サ イ デ コ

『つみたてNISA』+『iDeCo』
ニ ー サ イ デ コ

開催日 8月25日（土）8月25日（土）
時　間 14：00～15：00（13：30開場）

会　場

対　象 小学生以上のお子さまと保護者の方

イオンモール広島祇園3F イオンホール

セミナー内容

講師：アセットマネジメントOne㈱
あなたにぴったりのお金の貯え方をお伝えします。
どなたでも簡単にできる積立投資とおトクな制度
（つみたてNISAとiDeCo）についてご案内します。

［大人向け］ 資産形成セミナー
セミナー内容

［子供向け］ 
サイエンスショー・

子どもミニ科学教室

空気と風でサイエンスマジック！

・ピンポン玉が浮く！？吹き玉作り
・キッズ科学者になって実験にチャレンジ！

※写真はイメージです

セミナー参加のお申込みは
裏面をご確認ください。

第１部
14：00～14：20

第２部
14：20～15：00



代表者の方 連 絡 先
電話番号 （自宅・携帯）
ご職業 □会社員　□公務員　□自営業　□専業主婦　□学生　□その他（　　　　　）□にチェックを

お願いします。

ご職業 □会社員　□公務員　□自営業　□専業主婦　□学生　□その他（　　　　　）□にチェックを
お願いします。

※平日 (9:00～17:00) に電話の受付けが
　可能なご連絡先をご記入ください。

ご同行者の方
（大人）

お名前
年代

（男性・女性）

フリガナ

□小学1年  □小学2年  □小学3年  □小学4年
□小学5年  □小学6年  □その他（           　　　）

□にチェックをお願いします。

お子さま
お名前

学年
（男性・女性）

フリガナ

□10代   □20代   □30代
□40代   □50代   □60歳以上

□にチェックをお願いします。

《個人情報の取扱について》●ご記入いただいた個人情報（お名前など属性情報等）は、㈱広島銀行で実施するセミナー等に関する各種連絡を目的としてのみ利用させていただき、ご本人の同意がある
場合を除き、第三者に開示・提示・委託はいたしません。●申し込み欄は差し支えの無い範囲でご記入ください。また、ご記入いただかない場合でも、お客様が何らかの不利益を被ることはありません。

◆本セミナーでは、お客さまへの各種情報提供と併せて、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。ただし、セミナーにおいて契約締結は行いませんので、ご希望の方は別途お申し付けください。
◆iDeCoは手数料が必要となります。くわしくは本セミナーまたは店頭にてお問い合わせください。◆お客さまの情報は「お客さまと面談して行う当行及び提携会社の商品やサービスに関する各種ご提案」等、広島
銀行がホームページ等で公表している目的以外には利用いたしません。またお客さまの情報について、第三者への提供、委託、共同利用はいたしません。お客さまの当行への個人情報提供は、お客さまの意思による
任意のものであり、情報提供の有無、内容が当行における他の取引に影響を与えることは一切ございません。
《投資信託のリスク》◎投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被るこ
とがあります。◎投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
《投資信託取引に係る諸費用》◎投資信託のお申込み時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.24%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.2312%[税込])やその
他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただ
く場合があります。※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。《その他の重要事項》◎投資信託は、預金保険の対象ではありません。◎広島銀行で販売
する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。※お取引に
あたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。《商号等》株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号 《加入協会》日本証券業協会、一般社
団法人金融先物取引業協会【投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。】

※受付確認や、受講証の発行は致しません。

お名前
年代

（男性・女性）

フリガナ
□10代   □20代   □30代
□40代   □50代   □60歳以上

□にチェックをお願いします。

□小学1年  □小学2年  □小学3年  □小学4年
□小学5年  □小学6年  □その他（           　　　）

□にチェックをお願いします。

お子さま
お名前

学年
（男性・女性）

フリガナ

注  意  事  項

セミナーの参加をご希望の方は、インターネットかお電話にてお申込みいただくか、記入欄に
必要事項をご記入の上、「広島銀行 本支店の窓口」まで本申込書をお届けください。

セミナーの
お申込み方法

ネットで簡単アクセス！
https://www.hirogin.co.jp/enq790/

       下記申込書に記入し
窓口までお持ちください。受付時間 / 9：00～17：00 （土日祝除く）

電話で！ 窓口で！082-504-3879

3F

●JR可部線「下祇園駅」下車すぐ

●広島駅・バスセンターからは、183号線及び旧道経由 
　広島市北部方面行きが便利です。
●広島市北部方面からは、183号線及び旧道経由 
　広島駅・バスセンター行きが便利です。

バスを
ご利用の場合

電車を
ご利用の場合

広島経済大学

祇園中学校

〒

JR
可

部
線

277

183

イオンモール
広島祇園

祇園出張所前
バス停

今津バス停

祇園小学校祇園小学校

下祇園駅

JR
バス

イオンホール

会場案内図

イオンモール広島祇園3F イオンホール

（2018年7月19日現在） クイック配布可1807


