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協会からのご案内協会からのご案内

１　協会だより
２　当協会発行・編集出版物
３　当協会の国際連携のご紹介

１．トピックス▲

�第２回プライベートバンカー資格紹介セミナーを開催しました
　協会では、プライベートバンカー資格普及のため、４月９日（土）に参加料無料の紹介セミナーを開

催しました（参加者124名）。

　第２回目の今年は、㈱ZUU代表取締役社長CEO冨田和成氏による基調講演「富裕層・経営者の新規開

拓を成功させるために知っておきたい５つのこと」のあと、３名のPB資格者（水戸証券㈱相田雄一氏、

㈱三井住友銀行　川井忠氏、メットライフ生命㈱　山崎博之氏）によるパネルディスカッションを実施、

PB資格取得の動機や、取得してみて実際のビジネスにどう役立ったかなど、資格取得者の立場からの生

の声を披露頂きました。

　パネルディスカッションの模様は、後日協会ホームページにアップする予定です。

協会だより1
１．トピックス：プライベートバンカー資格紹介セミナーの開催／講演会要旨
２．委員・会員の異動

協会だより1
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▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました
　①�「2016年の世界はどうなるか内外の市場はどうなるか」（２月18日開催）
　　講師：�高田創氏　CMA（みずほ総合研究所　常務執行役員　調査本部長　チーフエコノミスト）

　②「エネルギー産業の現状・課題と今後の展望」（２月22日開催）
　　講師：伊藤敏憲氏　CMA（伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー　代表取締役　兼　アナリスト）

　　（当ジャーナル５月号にも掲載）

　③「金利の株式スタイルへの影響―Style�Patterns�and�Macro�Factors―」（２月29日開催）
　　講師：ピーター・ホプキンス氏（英国　スタイル・リサーチ社　COO）

　④「金融イノベーションの新たな潮流―FinTechの動向と展望―」（３月１日開催）
　　講師：野村敦子氏（日本総合研究所　調査部　主任研究員）

　⑤�「ASBJ意見募集『収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集』」（３月７日
開催）

　　講師：板橋淳志氏（企業会計基準委員会　ディレクター（金融担当））

　　　　　掛水祐哉氏（企業会計基準委員会　研究員）

　⑥「インドの政治経済概況と日系企業動向」（３月14日開催）
　　講師：西澤知史氏（日本貿易振興機構（ジェトロ）東京本部　海外調査部　アジア大洋州課）

　◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞

専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・ダウンロー

ドできます。非会員の方も有料で閲覧・ダウンロードできます。

２．委員・会員の異動（敬称略）▲
�委員の異動

○規律委員会（４月１日）
　　　退　　任　　津村　直美　　みずほ証券（検定会員）

　　　就　　任　　熊谷　泰治　　みずほ証券

○カリキュラム委員会（３月31日）
　　　退　　任　　俊野　雅司　　成蹊大学（検定会員）

○試験委員会（３月31日）
　　　退　　任　　俊野　雅司　　成蹊大学（検定会員）
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○セミナー企画委員会（４月１日）
　　　退　　任　　高山　俊彦　　DBJアセットマネジメント（検定会員）

　　　退　　任　　石野　広治　　明治安田生命保険（検定会員）

　　　就　　任　　北村　乾一郎　明治安田生命保険（検定会員、CIIA）

○産業研究会（４月１日）
　　　退　　任　　長尾　浩一　　明治安田生命保険（検定会員）

　　　退　　任　　若林　資典　　みずほ銀行

　　　就　　任　　植田　剛生　　明治安田生命保険（検定会員）

　　　就　　任　　牛窪　恭彦　　みずほ銀行（検定会員）

○PB教育委員会（４月１日）
　委員の任期（２年）が３月末をもって満了となり、次の方が改めて委員に委嘱されました。

委 員 長 米田　　隆 グローバル・リンク・アソシエイツ

委 員 太田　貴之 みずほ信託銀行（検定会員）

同 大塚　正民 大塚正民法律会計事務所

同 北山　雅一 キャピタル・アセット・プランニング（検定会員）

同 小谷野幹雄 小谷野公認会計士事務所（検定会員）

同 清水　英孝 RML

同 萩原　清人 前　日本証券アナリスト協会

同 花岡　幸子 大和証券（検定会員）

同 船山　雅史 船山公認会計士事務所

同 本郷　　尚 タクトコンサルティング

同 前原　康宏 日本証券アナリスト協会（検定会員）

　　　退　　任　　村上　雅彦

　　　退　　任　　湯河　元恭

○PB資格試験委員会（４月20日）
　　　就　　任　　大山　雅己　　ジュピター・コンサルティング

　　　就　　任　　佐井　吾光　　大和総研

　　　就　　任　　三好　秀和　　立命館大学ビジネススクール（検定会員）

　　　退　　任　　湯河　元恭
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▲

�会員の異動
○新入会者（平成28年３月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）
　　検定会員　　 　山田　辰徳

○退会・会員資格喪失（平成28年３月中、五十音順）
１．定款第12条第１項第１号による退会・会員資格喪失
＜会費完納者＞
検定会員 相川　延弘 加藤　雄一朗 清水　英一郎 平尾　容子

赤間　智美 門脇　文彦 下田　雅之 平滝　千明
阿南　聡 金井　真弓 杉浦　さやか 廣井　直樹
阿部　洋志 鎌田　純 鈴江　正明 福井　幸輝
有村　一郎 亀矢　正博 妹尾　隆行 藤島　雄一
池本　哲也 川田　武文 左右田　和也 藤森　正樹
石塚　瑞紀 川原　希彦 薗田　奈津子 藤原　収
稲富　正夫 神戸　千登勢 高谷　巖 布施木　智之
井村　文宣 菊地　茂 高橋　耕 堀越　勝
井本　隆幸 北村　英章 高橋　成人 前田　晃宏
岩井　充 木田　健一朗 田代　芳樹 前田　誠
宇井　稔 木村　晃 田中　耕次 牧　秀樹
笛吹　敏則 國吉　愛美 田中　智代美 牧野　茂生
内久根　慎一 黒川　健一 田中　紀子 増門　弘明
内田　俊之 黒田　将司 田中　寛 町田　幸子
榮木　孝文 黒羽　英貴 谷岡　正史 松井　尚純
大久保　敦 小泉　俊夫 樗木　浩司 松井　仁志
大沢　義博 鑛崎　麻紀子 堤　浩一 丸山　修一
大島　守雄 小塚　英夫 綱　美由紀 水間　善之
大沼　航 小西　庸介 角田　理夫 溝口　忠浩
大林　政昭 小林　千晶 豊島　幸麿 溝部　知雄
岡崎　猛 小林　正明 戸村　英幸 三橋　弘
岡田　泰昌 小林　正勝 豊田　恭伸 宮崎　照之
岡本　久人 近藤　忠樹 中澤　正幸 村田　康博
沖　大雅 合田　司 中出　裕康 山内　豊
奥村　隆夫 後藤　尚 中野　忠久 山口　恵理香
小澤　朋子 後藤　大輔 長沼　悠 山口　勝弘
小田　一穂 斎藤　大紀 西　哲郎 山崎　洋光
小野　雅彦 坂本　成生 西田　博昭 山田　幸司
小野里　直子 坂本　威夫 西村　伸治 山田　淳一
貝原　眞人 佐々木　健 西村　弘子 山本　威一郎
笠原　真一 佐々木　宏和 野上　英樹 湯本　晃久
梶　恭輔 佐藤　大介 野間　弘樹 吉田　淳平
片石　義和 在間　寛 濱口　洋敏 若林　信正
勝田　長久 塩澤　和彦 濱田　拓男 渡部　哲
勝又　智之 設楽　安彦 早川　牧男 渡辺　武治
加藤　暁史 嶋倉　收一 原口　真 渡辺　陽太郎
加藤　計

法人会員 日本証券テクノロジー株式会社

法人賛助会員 オークツリージャパン合同会社
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個人会員の皆さまへ

マイページをぜひご活用ください！！
まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法
　協会ホームページ（http://www.saa.or.jp/）の「会員手続について」または「会員手続関連」
の「会員の各種手続き」　⇒　「マイページ取得手続き」から
■マイページ取得者限定のメリット（24時間利用可能）
⑴証券アナリストジャーナル論文ダウンロード（無料）
⑵IRミーティング・講演会・セミナー等の要旨ダウンロード（無料）
⑶講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
⑷IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能（連絡先等が入力不要）
⑸年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
⑹インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能
⑺継続学習のクレジット登録が可能

＜照会先＞　会員担当　E-mail:member@saa.or.jp　TEL：03-3666-1411

＜上記以外＞
検定会員 上辻　宏記 梅澤　健太朗 蕪木　学 田中　智宏

米田　安彦

２．定款第12条第１項第３号による退会・会員資格喪失
検定会員 八木　一郎

○会員状況（平成28年３月31日現在）

個人会員（検定会員）（一般会員） 法人会員 賛助会員（法人賛助会員）（個人賛助会員） 合計

26,272 （26,192） （80） 224 187 （156） （31） 26,683


