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2022 年 

第 59 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 12月 22日 

新しい NISA の制度について徹底解説 

金融庁 総合政策局 総合政策課 金融税制調整

官 今井 利友 氏 

第 58 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 11月 24日 

人生 100 年時代の老後生活設計の新理論「WPP」

とは 

社会保険労務士・証券アナリスト（CMA）第一生

命保険株式会社 団体年金事業部 副部長 谷内 

陽一 氏 

第 57 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 10月 07日 

NISA・イデコ投資はインフレに勝てるか 長期

データで検証 

日本経済新聞社編集委員 田村 正之 氏 

第 56 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 08月 25日 

現役引退後の高齢期における、資産運用と取り

崩しにおけるリスクと注意すべきポイント 

株式会社ウェルスペント代表取締役 横田 健一

氏 

第 55 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 07月 28日 

リスクを取らないことこそ、最大のリスク?!～

回避すべきリスクと取るべきリスク 

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン チー

フ・インベストメント・オフィサー 小松原 宰

明 氏 

第 54 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 04月 14日 

生活者にとって必要なアドバイスとは何か 

経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員・

国家公務員共済組合連合会資産運用委員会委

員・株式会社マイベンチマーク代表 山崎 元 氏、

金融庁 監督局 証券課 資産運用統括管理官 安

野 淳 氏、岡本和久 

第 53 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 03月 04日 

「実録介護物語」～これを聴けば介護の不安か

ら逃れられる～ 

石津 史子 氏 

第 52 回 FIWAサムライズ勉強会 

2022年 02月 04日 

意外に知らない年金・iDeCo・NISA改革のツボと

安心老後のセオリー 

日本経済新聞社編集委員 田村 正之 氏 
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2021 年 

第 51 回 FIWAサムライズ勉強会 

2021年 12月 17日 

龍谷大学経済学部教授竹中正治氏開発「投資シ

ミュレーションソフト」の活用法と効率的な資

産形成手法について 

龍谷大学経済学部教授・京都大学博士（経済学）

FIWAアドバイザリーボード アドバイザー 竹

中 正治 氏 

第 50 回 FIWAサムライズ勉強会 

2021年 10月 22日 

特別講演 フィデューシャリー・デューティー」

の観点に立ったアドバイスとはなにか。 

金融庁 監督局 証券課 資産運用統括管理官 安

野 淳 氏 

第 49 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 06月 05日 

日銀 ETF問題《最大株主化》の実態とその出口

戦略 

東京海上アセットマネジメント株式会社 執行

役員運用本部長 平山賢一 氏 

第 48 回 FIWAサムライズ勉強会 

2021年 05月 07日 

人生のお金はどう考える？ 〜「長く働いて受け

取れる公的年金をなるべく増やす」と「自助努

力で資産形成をする」を両輪で〜 

厚生労働省職業安定局雇用保険課 入屋翔伍 氏、

金融庁総合政策局総合政策課 塚本俊太郎 氏、

モデレーター： FIWA 副理事長 CFP® 岩城みず

ほ 

第 47 回 FIWAサムライズ勉強会 

2021年 02月 05日 

トークセッション『年金とは何か。そろそろみ

んな本質的な理解をしよう』 

朝日新聞社文化くらし報道部記者 太田啓之 氏、

朝日新聞社編集委員 浜田陽太郎 氏、コーディ

ネーター FIWA副理事長 CFP® 岩城みずほ 

第 46 回 FIWAサムライズ勉強会 

2021年 12月 04日 

老後貧乏にならないためのお金の法則 

日本経済新聞社編集委員 田村正之 氏 

 

2020 年 

第 45 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 11月 06日 

投資家・アドバイザーとして知っておきたい為

替相場の変動に関する基礎知識 

龍谷大学経済学部教授 竹中 正治 氏 
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第 44 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 10月 02日 

知らないとヤケドする!? データで証明する投

資理論・投資手法の実際 

株式会社ニッセイ基礎研究所 上席研究員 チー

フ株式ストラテジスト 井出 真吾 氏 

第 43 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 09月 04日 

居酒屋ねんきんスピンオフ企画・鼎談「公的年

金保険、真実のメドレー♪」 

権丈善一 氏、たかはし FP 相談所 高橋義憲氏、

マネーリテラシー総研 尾崎哲郎 氏 

第 42 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 08月 07日 

投資家・アドバイザーとして知っておきたい株

式指数を利用したつみたて投資の効果について 

龍谷大学経済学部教 竹中正治 氏 

第 41 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 07月 03日 

投資家・アドバイザーとして知っておきたい景

気変動のメカニズム 

久留米大学商学部教 塚崎公義氏 

第 39・40回 FIWAサムライズ勉強会 

「第 39回 FIWAサムライズ勉強会」と「第 40回

FIWAサムライズ勉強会」は新型コロナウイルス

感染防止・拡散防止対策を受け中止となりまし

た。 

第 38 回 FIWAサムライズ勉強会 

2020年 04月 03日 

アドバイザーが伝えたいお金の人生設計 

坂本有毅 弁護士、岩城みずほ（CFP®） 

 

2019 年 

第 37 回 FIWAサムライズ勉強会 

2019年 11月 22日 

特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイ

ザー協会」設立記念セミナー アドバイザーが金

融を変える、みんなで変革に参加しよう！ 

岡本和久、永沢裕美子 氏、田村正之 氏、岩城

みずほ、今井利友、大山よしたか 氏、中村仁氏 

第 36 回 FIWAサムライズ勉強会 

2019年 09月 24日 

年金シリーズ第 2弾「2019年財務検証発表！私

たちの年金はどうなる？年金課長がわかりやす

く解説！」 

厚生労働省年金局年金課長 伊澤知法 氏、日本

経済新聞社 編集委員・日本証券アナリスト協会

検定会員（CMA）・ファイナンシャルプランナー

（CFP®認定者）田村正之 氏、岩城みずほ 
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第 35 回 FIWAサムライズ勉強会 

2019年 05月 24日 

わかりやすく解説！「知っておきたい公的年金

のすべて」 

厚生労働省年金局年金課長 伊澤 知法 氏、日本

経済新聞社 編集委員・日本証券アナリスト協会

検定会員（ＣＭＡ）・ファイナンシャルプランナ

ー（ＣＦＰ認定者）田村 正之 氏 

第 34 回 FIWAサムライズ勉強会 

2019年 03月 15日 

経済に強いママを増やす会とのコラボ企画 「後

見人制度よりも柔軟な財産管理ができる家族信

託制度をご存知ですか？ 『絶対知っておきたい

家族信託のすべて』」 

コスモス家族信託一般社団法人高野 勝 氏 

第 33 回 FIWAサムライズ勉強会 

2019年 01月 25日 

FD企画第 2弾 徹底討論 100min「人生 100 年時

代の正しい資産形成と保険について考える」 

金融庁 総合政策局 総合政策課 金融税制調整

官 今井利友 氏、アクサダイレクト生命保険 代

表取締役社長 斎藤英明 氏、日本経済新聞社 編

集委員・日本証券アナリスト協会検定会員（Ｃ

ＭＡ）・ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ認

定者） 田村正之 氏、ライフネット生命保険 代

表取締役社長 森亮介 氏、経済評論家・楽天証

券経済研究所客員研究員・株式会社マイベンチ

マーク代表 山崎元 氏、金融庁監督局保険課長 

横尾光輔 氏、岩城みずほ 

 

2018 年 

第 32 回 FIWAサムライズ勉強会 

2018年 03月 09日 

一般個人投資家がマンション投資で成功するた

めの鉄則～投資歴 20年目の私が『今はやめとき

なさい』というこれだけの理由～ 

龍谷大学経済学部教 竹中正治 氏 

第 31 回 FIWAサムライズ勉強会 

2018年 01月 25日 

「逃げ恥」で考える。みくりの働き方でどれだ

け老後は変わってくるのか ～人生 100年時代

の結婚の経済価値～ 

是枝俊悟 氏 

 

2017 年 

第 30 回 FIWAサムライズ勉強会 

2017年 10月 27日 

第 30回記念「人生 100年時代の個人の資産形成

と出口戦略」 

岡本和久 氏、経済評論家・楽天証券経済研究所

客員研究員・株式会社マイベンチマーク代表 山

崎元 氏 、金融庁 総合政策局 総合政策課 金融

税制調整官 今井 利友 氏 



FIWA サムライズプロジェクトジャパン 
サムライズ勉強会 セミナー実績一覧 

5 

 

第 29 回 FIWAサムライズ勉強会 

2017年 09月 22日 

『地味だけどすごい年金』～日経新聞経済記者

が語る「老後貧乏脱出」の勘所～ 

日本経済新聞社 編集委員・日本証券アナリスト

協会検定会員（ＣＭＡ）・ファイナンシャルプラ

ンナー（ＣＦＰ認定者） 田村正之 氏 

第 28 回 FIWAサムライズ勉強会 

2017年 07月 14日 

日頃の感謝をこめて。山崎元＆岩城みずほの『人

生にお金はいくら必要か』（東洋経済新報社）出

版記念トークセッション 

山崎元 氏、岩城みずほ 

第 27 回 FIWAサムライズ勉強会 

2017年 06月 09日 

『結局、私たちはどうすればよいのか。資産形

成の最も重要なポイント』～個人投資家が「黄

金の波」に乗る知の技法～ 

竹中正治 氏 

第 26 回 FIWAサムライズ勉強会 

2017年 04月 23日 

消費者は、金融機関のビジネスモデルに惑わさ

れてはいないか！？ 

セゾン投信株式会社代表取締役社長 中野晴啓 

氏 、久留米大学教授 塚崎公義 氏、岩城みずほ 

2016 年 

第 25 回 FIWAサムライズ勉強会 

2016年 11月 02日 

山崎元＆岩城みずほの『そこ、ハッキリ答えて

ください! 「お金」の考え方 このままでいいの

か心配です。』（日本経済新聞出版社）出版記念

トークセッション 

山崎元 氏、岩城みずほ 

第 24 回 FIWAサムライズ勉強会 

2016年 06月 03日 

山崎元氏の視点で語る『ウォール街のランダ

ム・ウォーカー11版』〜個人が知るべきポイン

トを徹底解説〜 

山崎元 氏 

 

2015 年 

第 23 回 FIWAサムライズ勉強会 

2015年 11月 06日 

老後の安心を何より大切に考えよう！〜塚崎公

義氏『老後破産しないためのお金の教科書 ―

年金・資産運用・相続の基礎知識』(東洋経済新

報社)出版記念講演」〜 

久留米大学教授 塚崎公義 氏 
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第 22 回 FIWAサムライズ勉強会 

2015年 05月 29日 

伝説のファンドマネジャー吉野永之助氏ご講演 

『企業価値を見つける旅に出た私は、世界一の

果報者かも知れない』 

吉野永之助 氏 

第 21 回 FIWAサムライズ勉強会 

2015年 02月 13日 

幕を開けた大増税時代。我が家にできるもめな

い相続対策と賢い節税 ～準備しておけば良か

ったと後悔しないために～ 

税理士・社会保険労務士 眞﨑正剛 氏 

 

2014 年 

第 20 回 FIWAサムライズ勉強会 

2014年 02月 06日 

『定年楽園』著者大江英樹氏が語る「定年後を

楽園にするためのストーリー」 

株式会社オフィスリベルタス代表取締役 大江

英樹 氏 

第 19 回 FIWAサムライズ勉強会 

2014年 02月 06日 

奇跡のライフサポート活動 セイコーエプソン

労働組合の挑戦 ～ユニオンファンドの歩み 

他～ 

セイコーエプソン労働組合 外務局長 (兼)ユニ

オン投信株式会社 取締役(運用部担当）清水学 

氏 

 

2013 年 

第 18 回 FIWAサムライズ勉強会 

2013年 09月 30日 

公的年金、企業年金、個人年金の現状と今後 

中林宏信 氏 

第 17 回 FIWAサムライズ勉強会 

2013年 07月 04 日 

日本初のネット生保、アクサダイレクト生命 

斎藤社長が語る ITとビジネスの融合＆新生ア

クサダイレクト生命の展望 

アクサダイレクト生命保険株式会社 代表取締

役社長 斎藤英明 氏 

第 16 回 FIWAサムライズ勉強会 

2013年 05月 27日 

日本を変えたい男 レオスキャピタルワークス

の新星 栗岡大介の『ニッポンの未来を語りまし

ょう！』 

レオス・キャピタルワークス株式会社 シニアア

ナリスト 栗岡大介 氏 

第 15 回 FIWAサムライズ勉強会 

2013年 04月 26日 
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セゾン投信中野社長教えて！「じぶん年金のつ

くり方〜世界まるごと積立投資のすべて」 

セゾン投信株式会社 代表取締役社長 中野晴啓 

氏 

第 14 回 FIWAサムライズ勉強会 

2013年 03月 11日 

自分で年金をつくる最高の方法～確定拠出年金

の運用 

株式会社オフィス・リベルタス代表 大江英樹 

氏 

第 13 回 FIWAサムライズ勉強会 

2013年 01月 31日 

日本版 ISAは誰のため？～コモンズ投信伊井社

長が語る～ 

コモンズ投信株式会社 代表取締役社長 伊井哲

朗 氏 

 

2012 年 

第 12 回 FIWAサムライズ勉強会 

2012年 11月 11日（日） 

第 12回サムライズ 2周年記念 特別講演『日本

でいちばん投資したい会社～儲けようとしない

自利利他のこころ～』 

鎌倉投信株式会社代表取締役社長 鎌田恭幸 氏 

第 11 回 FIWAサムライズ勉強会 

2012年 10月 23日 

NO.1ファンドマネジャーひふみ投信、藤野英人

氏が今、語りたいこと 

レオス・キャピタルワークス 取締役 CIO 藤野英

人 氏 

第 10 回 FIWAサムライズ勉強会 

2012年 09月 21日 

じぶんの将来、家族の幸せを共に育むコモンズ

投信 渋澤会長からのメッセージ 

コモンズ投信 会長 渋澤健 氏 

第 9回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 07月 25日 

激動する世界情勢の中で、今、私たちは何をす

べきか～ありがとう投信 岡代表取締役 CIOに

聞く～ 

ありがとう投信 代表取締役 CIO 岡大 氏 

第 8回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 06月 20日 

行動ファイナンスと資産運用 

大江英樹 氏 

第 7回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 05月 21日 

「FPが絶対知っておきたい生命保険・損害保険

の知識と地震保険改訂について」 
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ネクスティア生命保険株式会社 アクチュアリ

ー 野口俊哉 氏 

第 6回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 04月 11 

ご好評につき第２弾決定！「プロジェクト・マ

ネジメントで目的（夢）を実現！」 

ネクスティア生命株式会社 代表取締役社長 今

井隆 氏 

第 5回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 03月 22日 

自他共楽！草食投資隊をお迎えして本物の投資

を語って頂きます！ 

コモンズ投信 会長 渋澤健 氏、セゾン投信 代

表取締役社長 中野晴啓 氏、レオス・キャピタ

ルワークス 取締役 CIO 藤野英人 氏、岩城みず

ほ 

第 4回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 02月 22日 

住宅ローンの審査を通過したいとき、知ってお

きたい 7つの条件 

FP事務所 FE＆S 江尻正幸 氏 

第 3回 FIWA サムライズ勉強会 

2012年 01月 20日 

プロジェクト・マネジメントで目標（夢）を実

現 

ネクスティア生命保険株式会社 代表取締役社

長 今井隆 氏 

 

2011 年 

第 2回 FIWA サムライズ勉強会 

2011年 11月 24日 

「先行き不透明な今、私たちは何をすべきか」

セゾン投信中野社長に聞く 

セゾン投信株式会社 代表取締役社長 中野晴啓 

氏 

第 1回 FIWA サムライズ勉強会 

2011年 08月 18日 

生保販売の将来 

ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社

長 出口治明 氏 
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