
上質で自
由な時間を過ごす

特別号
October 2020 臨時増刊

Lienはフランス語で縁、絆、繋がりの意味をもつ
言葉。出逢った人との繋がりや縁、絆を大切に
素敵な出逢いがありますように…

セミナー事務局／ TEL.045-680-1093 ㈱サンアン内
10:00～17:00／土日祝休み）

※申込み頂きました個人情報は、当セミナーのご案内状送付のほか、セミナー協賛各社の資料送付等に使用させて頂きます。ご了承の上お申込み下さい。

申し込み
問い合わせ

知る・聞く・学ぶ 終活に
役立つ情報満載 

セミナー

10/29木
参加無料・入退場自由

鎌倉プリンスホテル
バンケットホール七里ヶ浜

会場

セミナー参加者優先

②特別講演
11:45～12:40
聴講定員 40人

銀行や企業で勤め上げ、第二の人生を
落語家としてスタートした
異色の落語家 参遊亭遊助さんの
落語を交えた楽しいおはなし。

感染症対策について

Webからの
申込みは
こちらから

https://anda-net.com/2nd-life-seminer/

同じ課題を息子たちに与えて跡目を探す父親と、試される3人息子を
描いた古典落語「片棒」。今の世相に合わせた老父と子供たちの姿を描
いた創作落語「代理人」。この二つの噺を切れ目なく演じ、相続準備の
大切さを伝えます。また、遊助さんが、60歳で落語家になってみた感想
などの話もあります。

10:00～16:00
10:00開場

《江ノ電七里ヶ浜駅より徒歩5分》※無料の駐車場あり。
※鎌倉プリンスホテルの直通シャトルバス
　（江ノ電七里ヶ浜駅発）が利用できます

◆主催：セカンドライフセミナー実行委員会  ◆協賛：プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス 東京中央オフィス、アンバー・アセット・マネジメント、加島美術、ドコモショップ鎌倉店   ◆後援：Lien(リアン)編集部、Anda(アンダ)編集部

基礎知識から最新情報まで 　ノウハウ満載の  役立つ　　セミナー

お金の小学校

3

前回のセミナーの様子

セミナー① 10:30～11:20

～ご存知ですか？あなたの預貯金
は目減りしています～

ドコモショップ 鎌倉店

ファイナンシャル
アドバイザー
近藤正樹さん

　初心者でもよくわかる、お金の増やし方マネーセ
ミナー。マイナス金利の時代に、今更聞けないお金
の基本を、元舞台役者の経験を持つ近藤さんが、昔
話「桃太郎」「浦島太郎」などの噺でわかりやすく解
説。将来のお金の不安を抱える人は必見。参加者に
は復習に役立つテキスト「お金の小学校」をプレゼ
ント。また後日開催の「お金の進路相談」参加で「お
金の卒業式」本もプレゼント（先着10人）。

個別相談（15 分）された方に
エンディングノートをプレゼント！

ブース
事前予約制

聴講定員
40人

《プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス　東京中央オフィス》

投資の選び方
セミナー③ 13:00～13:50

“投資信託・株・債券・ラップ”で
なぜ失敗するのか？

アンバー・アセット・
マネジメント
吉田健司さん

　特にシニア世代にとっての資産運用は、生活の質
を大きく変えてしまうため、できる限り損失を避け、
元本の目減りを回避したいものです。
　証券会社の勤務経験もある講師の吉田さんが、
通算2500人以上の個人投資家の資産運用を分析
した経験をもとに、損をする人の“誤った理解の共
通点”を考察。金融機関では教えてくれない、資産運
用で失敗する理由と対策、プロだからこそ教えられ
る賢い選び方について解説します。

「金融機関発行の取引残高報告書
をお持ちいただければ、無料個別
相談20 分程度承ります」

ブース
事前
予約制

「美術品の無料査定・買取相談会」実施。
作品持ち込み、または作品画像の持参を
（一人20 分）

ブース
事前
予約制

聴講定員
40人

《アンバー・アセット・マネジメント》

美術品の正しい継承・売却
セミナー④ 14:10～15:00

後悔のない美術品の相続、売却や
修復の業者選び

加島美術　
査定・買取担当
高橋広太さん

　大学では日本考古学を専攻。卒業後は遺跡発掘
調査を行う埋蔵文化財調査員としても活躍した高
橋さんが、美術品の相続方法や市場価値を知る方
法、売却や修復にあたっての優良な業者の選び方、
美術資産の相続税との関わり方についてなどを解
説。
　美術品をはじめとした幅広いジャンルについての
知識や豊富な買い取り実績をもとに、後悔しないノ
ウハウを伝授してくれます。

聴講定員
40人

《加島美術》

予約不要のイベントブース　10:00～15:30

招待状をお送りしますので当日ご持参ください。※定員になり次第、各セミナーの予約受付は終了致します。

家庭の通信費の見直しをしませんか。現在の通
信費の分析やアドバイスなど、無料相談会を開
催。請求書持参でより正確なアドバイスが受けら
れます。人気のスマホ体験も!!（当日の購入可能）

各種セミナーで気になったことをより詳しく相談できる個別相談ブースのほか
予約不要で楽しめるブースもあります。

◎当日は検温・消毒を実施した上での参加になります。◎マスク持参・着用にご協力ください。
※感染症対策・防止のため体調不良の方の参加はご遠慮いただきます。
※状況によりイベント内容の変更、または中止になる場合もあります。

マスク持参・着用に
ご協力ください

手洗い・手指の消毒
ご協力ください

《セミナー開催にあたり、新型コロナウイルスの感染症対策として、政府の基本的対処方針に則り開催・運営いたします。》
みなさまにはご不便をおかけしますが、趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

会場の換気に
努めます

入場時検温に
ご協力ください

身体的距離の確保
にご協力ください

セカンドライフ



　駅近の静かなプライベート空間で、他のお客様と出
会うことなく施術が受けられる美容サロン「クリス
ティ」。湘南のセレブ女性に人気のサロンです。
　「目の印象はその人の品格が決まるほど、まつ毛エ
クステは上品さが大切」とスタッフ。ナチュラルな美し
いまつ毛エクステで定評のある同店は豊富な経験と
技術で時間を掛けて丁寧な仕上がりにしてくれます。
あなたの魅力を引出してみませんか。

ラグジュアリーな大人の女性のための
上質美容サロン。 自然で上品な目元に

ナチュラルな美し
さは周りの人にも
好印象。予約は一
日2人までのゆっ
たり施術

☎0466-23-6358

藤沢市鵠沼石上1-2-5 第一ミヤビル４0B
藤沢駅南口徒歩3分　
予約制／予約受付時間 11:00～18:30
定休日　日曜日

Christie☆クリスティ 藤沢Lien読者特典

⇒特別価格 6,000円

クリスティ 藤沢
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リアンを見てと予約で（初回限定）

●ナチュラル 20本×2=40本（通常9,900円）

⇒特別価格 9,000円
●ミディアム 30本×2=60本（通常14,850円）

⇒特別価格 15,000円
●ブリリアント 50本×2=100本（通常24,750円）

藤沢駅
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基礎から学ぶ、一回500円の着付け教室
ひもの締め方ひとつで着崩れや苦しさの悩み解決

　　心地がよい季節、お気に入りの着物を着こな
して、鎌倉散策をするのも素敵ですね。
　「青いとりきもの学院　大船校」では、レッスン
料が一回５００円の着付け教室を行っています。
　今回は逗子会場に加えて、鎌倉でも開催。分か
りやすくポイントを押さえた内容で、初心者はもち
ろん、基礎を学び直したい経験者にも好評です。
　「ひもの締め方ひとつで、着崩れや苦しさの悩
みもなくなります。自分で着付けができれば、
ちょっとした外出でも和の装いが楽しめて、オシャ
レの幅が広がります」と講師。
　この機会に、しまい込んでいた着物に袖を通し
てみませんか。

受講生は20代～
70代の幅広い年
齢層で、少人数制。

「マスク着用の着付け
に抵抗があれば、〝口も
とだけのフェイスマス
ク〟も用意。感染防止対
策に注意を払って取り
組んでいる。

0120-804-311
10:00～18:00　水曜定休

ジョイフルまるやま

①10/22（木）逗子市市民交流センター
②10/29（木）鎌倉プリンスホテル
    【午前の部】10:00～11:30…「名古屋帯」
    【午後の部】13:00～14:30…「袋帯」
・内　容：基本の着付けと上記帯結び
・料　金：1レッスン500円（先着4人限定）
・持ち物：着物一式
  ※着物や帯の無料貸し出しもあります

Instagram
随時更新中

青いとりきもの学院
大船校

《日時と会場》

ワンコインレッスン《要予約》

【主催・募集代理店】ファイナンシャル・ジャパン（株）【協力】湘南海洋教育スポーツ振興協会

Web応募
専用フォーム⇒

◆頼れるセミナー講師
ファイナンシャルジャパン
木村広幸さん

10/24（土）
10/31（土）

教育費の賢い貯め方 節約のポイントを伝授
参加無料のマネーセミナー 江の島で開催

　お金の知識「ゼロ」から始める、子育て世代
に向けたマネーセミナーが10/24（土）・31
（土）の2日間、江の島ちょっとヨットビーチク
ラブで開催されます。
　講師はファイナンシャルプランナーの木村
広幸さん。教育費や住宅費・老後のためなど、
ライフプランに合わせた、分かりやすく丁寧
な説明が好評です。「今の社会では、お金に
ついて学ぶ機会は多くありません。積み立て
にはさまざま選択肢がありますが、身近でリ
アルな情報とともにご紹介します」。年齢を重
ねてから後悔する前に、まずはお金について
学ぶことからスタートしてみませんか。

☎045-680-1094
電話受け付け 10:00～17:00（祝日を除く 月～金）

受け付け代行「ヨットビーチクラブ deマネーセミナー」
セミナー事務局

参加特典
「ヘミングウェイ江ノ島
本店・HANARE」で

使える
500円お食事券
プレゼント

分かりやすく丁寧な説明
が好評のファイナンシャ
ルプランナー。基礎から学べるセミナーを各
地で展開しています。

開催概要 ドリンク付き

江の島ちょっとヨットビーチクラブ
藤沢市片瀬海岸1-12-4
小田急線片瀬江ノ島駅徒歩3分
※下記地図参照

【1部】10:00～12:00 
or【2部】13:00～15:00

各回10人（受け付けは開始
時間の各10分前から）
※各回内容は同じです。

日時

定員

会場

・・・・・・・・・・・・・内容・・・・・・・・・・・・・

10/24（土）・10/31（土）

①ママが知って得する！ マネーセミナー（60分）
②江の島ちょっとヨットクラブの魅力（30分）

江ノ島電鉄線
江ノ島駅

小田急江ノ島線
片瀬江ノ島駅

江
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会場
ココ

「ヨットビーチクラブ deマネーセミナー」

lien-web.net/entry/

https://lien-web.net/
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https://lien-web.net/ 

lien-web.net/backnumber/

湘南版・鎌倉版の
バックナンバーも読める!

▼

無料体験で完成さ
　せる作品「三角柱」
光の当たり方で表情
が変わるアンティーク
インテリアは作品の
みならず、壁や床に映
る色彩もアートに。
◎全2回で制作する
　教室（有料）も。

お部屋の癒しアイテム【ステンドグラス】
芸術の秋 無料体験会に参加しませんか

　自分のお気に入りと一緒に暮らす“ワクワク感”“ 
ときめき感”を形にする、お部屋の癒しアイテム
「ステンドグラス」作りを体感して下さい。

☎0466-53-8679

藤沢市弥勒寺3-1-8 レポサール弥勒寺
10:00 ～ 16:00　日曜・祝日定休
adworkss.jp

A.D WORKS（アドワークス）

「新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、少人数
制での体験教室を実施。参加の際は、必ずマスク着用を
お願いします。

《先着5人限定！ 電話予約制・無料》
開催日時　10月中の水・木・金・土曜日

10:00～16:00
上記で都合のよい時間（2時間程度）

ステンドグラス無料体験教室

ココ
Ｒ
４
６
７

藤沢郵便局

東橋

境川

大道小
←藤沢駅
　北口

大船→

村岡中
村岡

村岡
バス停

発行・編集／㈱産案

発行エリア／藤沢市・鎌倉市の一部
◆紙面に掲載されている価格表記は、特記を除き記事公開
日時点での税込み金額です。商品やサービスの価格につい
ては提供元の各企業にご確認ください。
◆紙面の無断転載を禁じます。
広告のお問い合わせ ☎045-680-1094

お酒や茶道具なども出張買取OK
「これって売れるの?」と思ったら まずは相談を

　頂き物のブランデーやウィスキー、高級シャン
パンやワインなど飾ったままで眠っていませんか？
そんなときは「買取専門店　カインドベア」へ。
辻堂店は辻堂駅北口から徒歩４分、茅ヶ崎本店は
茅ヶ崎駅南口徒歩３分のどちらも駅近好立地。
　同店なら未開封であれば何十年経っていても、
箱がなくても買い取りしてくれます。本数が多くて
大変という場合は、出張買取も可能。お酒のほか
にも金、プラチナ、ダイヤモンド、ブランドバッグ、
時計、骨董品、茶道具、掛け軸、万年筆など買取品
目豊富です。

10:00～19:00

買取専門店 カインドベア
辻堂店

☎0466-86-7505
藤沢市辻堂新町1-5-12

茅ヶ崎店
☎0467-81-5326
茅ヶ崎市共恵1-10-16（駐車場あり）

カインドベア
古物商許可証:第452670007020号

《出張・査定は無料 現金買い取りにも対応》
査定は玄関先でもOK。気軽に相談を。

下記
二次元バーコード

から


