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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．お知らせ▲

�代議員の改選を行います
　現在の代議員の任期は前回選任（平成26年９月）後の２年間であるため、本年９月に代議員の改選を

行います。

　立候補される方は、平成28年８月１日（月）～９月５日（月）の間に、第４回代議員立候補者募集要

項に沿ってお申し出ください。代議員の定数は、個人105名以上175名以内、法人８社以上14社以内です。

　詳しくは、本誌同封の「第４回代議員立候補者募集要項」または協会ホームページの「代議員改選に

関するお知らせコーナー」をご覧ください。

　代議員改選に先立ち、５月24日の第491回理事会での決議を経て選挙管理委員会が設置され、７月６

日付で以下の方々が選挙管理委員会の委員を委嘱されました。

　また、同委員会委員の互選により、川北英隆氏が委員長に選定されました。

　（選挙管理委員会名簿）

　委員長　　川北　英隆氏　　京都大学名誉教授（CMA）

　委　員　　北川　哲雄氏　　青山学院大学教授（一般会員）

　　同　　　滝本　豊水氏　　弁護士

　　同　　　橋本　泰久氏　　日証金信託銀行㈱取締役社長（法人会員代表者）
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２．トピックス▲

�ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がパリで開
催されました

　ACIIA理事会・年次総会が６月30日（木）にフランスのパリで開催されました。

　CIIAシラバス改訂版、次期（2017年１月～ 2019年12月）IEC（International Examinations Com- 

mittee - CIIA試験管理に関する委員会）メンバー、2015年度決算・監査報告、2016年度予算案のほか、

次期（2016年６月～ 2017年６月）理事８名（EFFAS、中国、ドイツ、フランス、イタリア、日本、ス

ペイン、スイス）が承認されました。ACIIA会長、副会長は、前原康宏当協会専務理事及びJean-

Baptiste Bellon氏（フランス協会）が引続き務めます。

　このほか、ACIIA理事会・年次総会に合わせて、６月29日（水）、CIIA試験用教材の提供を目的とす

る非営利法人ILPIP（国際証券アナリスト学習教材提供協会、本部スイス）の年次総会が開催され、今

後の教材改訂の方法について検討されました。

▲

�第９回PBスクールを開催しました
　協会では、プライベートバンカー資格者・受験生の実践的レベルアップを目的として、年３回土曜日

の午後にPBスクールを開催しています。

　今回は中・上級者向けに、６月18日（土）「投資政策書の作成に必須！事業承継の考え方と実践知識」

というテーマで開催しました（参加者64名）。

　当協会のPB教育委員会委員である小谷野公認会計士事務所長の小谷野幹雄氏からは、「投資政策書の

作成ポイント」と「上場会社オーナーのための資産管理実務」について、同事務所の竹内英雄氏からは「未

上場会社オーナーの事業承継対策」について、日頃業務で多くの実例に携わっておられる立場ならでは

の実践的な講義が行われました。

　スクール終了後は懇親会が行われ、講師や参加者同士

による、世代・業種を超えたプライベートバンカーの交

流の場となりました。

　なお当日の講義内容の要旨・動画は、後日継続教育コ

ンテンツとして、協会ホームページにアップします。
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▲

�第16回夏期SAAJセミナーを開催（７月15日）
　第16回夏期SAAJセミナー「マイナス金利下の債券運用」を７月15日（金）に当協会第１セミナール

ームで開催しました（参加者101名）。マイナス金利が続く中での債券運用戦略について、①QQEから

マイナス金利へ：実験的金融政策の評価と課題（講師：早川英男氏）、②マイナス金利下における債券

運用戦略―安定収益追求の視点から―（講師：津田雅義氏 CMA）、及び③グローバルなマイナス金利下

の年金運用の考え方（講師：喜多幸之助氏 CMA）についてお話しいただきました。

▲

�熊本地震義援金に関するご報告とお礼
　平成28年４月14日に発生した平成28年熊本地震により被災された皆さまに対し、心よりお見舞い申

し上げます。

　当協会では、平成28年熊本地震の被災者支援のため、役職員の寄附金と合わせ、1,257千円を４月末

に特に被害の大きな熊本県に拠出しましたが、その後、６月末までに会員の皆さま等から次の通り12先、

210千円のご寄附をいただきました。

　ご寄附をいただいた皆さまに対し厚く御礼申し上げますとともに、頂戴したご寄附は、当協会・役職

員分と同様、熊本県に送金させていただきましたのでご報告いたします。

　なお、熊本県では、義援金の募集期間を当初の平成28年６月末から平成29年３月末に延長したことか

ら、当協会でもこれに合わせ、平成29年３月末まで募金を続けることとします。

　　　　　（敬称略、五十音順）

　　　　　　・いちごアセットマネジメント㈱ 100,000円

　　　　　　・香西　正敏 10,000円

　　　　　　・溜　　学 30,000円

　　　　　　・寺田　佳正 10,000円

　　　　　　・永守　佐登志 10,000円

　　　　　　・㈱日本ベル投資研究所 30,000円

　　　　　　・平賀　八郎 10,000円

　　　　　　・上記以外の匿名希望先 ５先　10,000円

津田雅義氏 早川英男氏 喜多幸之助氏
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▲

�「地区交流会」の活動状況について
○関西地区交流会（平成28年度第１回）

　・開催日、場所　：６月18日（土）大阪中央公会堂

　・勉強会テーマ　： 機関投資家の資産運用の高度化と

ETFの活用

　・講　師　　　　：平野　吉伸 氏 CMA

　　　　　　　　　　（奈良中央信用金庫 常務理事）

　・参加者　　　　：18名

　　勉強会終了後に懇親会を開催

○北海道地区交流会（平成28年度第１回）

　・開催日、場所　：６月22日（水）札幌証券取引所

　・勉強会テーマ　：ROEが奪う競争力

　・講　師　　　　：手島　直樹 氏 CMA

　　　　　　　　　　（小樽商科大学ビジネススクール准教授）

　・参加者　　　　：19名

　　勉強会終了後に懇親会を開催

▲

�講演会要旨を協会ホームページに掲載しました
　①「TPPと日本の農業」（５月11日開催）

　　講師：山下一仁氏（キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹）

　②「「日本株式会社」を審査する―企業経営から見た日本経済長期停滞の真相―」（５月19日開催）

　　講師： 田村俊夫氏（みずほ証券　経営調査部　上級研究員、一橋大学大学院　商学研究科 客員教授）

　③「世界の潮流と日本産業の将来像―グローバル社会のパラダイムシフトと日本の針路―」
　　（５月26日開催）

　　講師：宮下裕美氏（みずほ銀行　産業調査部　調査役）

　④�「大規模な資産買い入れ「後」の政策運営の展望と課題―米連邦準備制度の正常化戦略とわが国へ
の示唆―」（５月30日開催）

　　講師：河村小百合氏（日本総合研究所　調査部　上席主任研究員）

　⑤「原油暴落で変わる世界情勢」（５月31日開催）

　　講師：藤和彦氏（経済産業研究所　上席研究員）

　　（当ジャーナル８月号にも掲載）

　⑥「2016年の欧州経済―ECBの金融政策と英国のEU国民投票を中心に―」（６月１日開催）

　　講師：高橋祥夫氏（バークレイズ証券　マネージングディレクター／チーフ外債ストラテジスト）
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　⑦「日本政治の行方」（６月７日開催）

　　講師：星浩氏（TBS　「NEWS23」キャスター）

　⑧「オーストラリア市場の見通し―総選挙で経済・為替はどう動く？―」（６月16日開催）

　　講師：山田雪乃氏（大和証券　投資戦略部　兼　金融市場調査部　シニアストラテジスト）

　◆ 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。

３．顧問・委員・会員の異動（敬称略）

▲

�顧問の異動
　　　（６月22日）

　　　退　任　　　　中　西　勝　則　　　全国地方銀行協会　前副会長

　　　就　任　　　　伊　藤　歳　恭　　　全国地方銀行協会　副会長

　　　（７月５日）

　　　退　任　　　　鈴　木　久　仁　　　日本損害保険協会　前会長

　　　就　任　　　　北　沢　利　文　　　日本損害保険協会　会長

▲

�委員の異動
○産業研究会（７月１日）
　　　退　任　　　　石　井　聖　爾　　　三菱東京UFJ銀行　CMA
　　　　　　　　　　三　浦　和　晴　　　SMBC日興証券
　　　就　任　　　　髙　山　進一郎　　　三菱東京UFJ銀行
　　　　　　　　　　山　田　能　伸　　　ドイツ証券

▲

�会員の異動
○新入会者（平成28年６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

石田　卓也 SMBC日興証券株式会社
内久根　慎一 株式会社八十二銀行
江本　誠
王　陸迪 ドイツ証券株式会社
大西　英明 阪神電気鉄道株式会社
大村　道雄
小原　翔太 三菱UFJ信託銀行株式会社
河口　弘
菊地　啓司
工藤　淳

重田　克己 ホクト株式会社
下和田　嘉己
杉本　啓二 コランダム・イノベーション株式会社
高橋　正記 株式会社日本取引所グループ
滝澤　健斗 三井住友信託銀行株式会社
田澤　紫織 三菱UFJ国際投信株式会社
寺内　祐仁 明治安田生命保険相互会社
土開　千昭 株式会社東京医療コンサルティング
西河　太 株式会社新生銀行
野本　隆史
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　　　一 般 会 員

　伊地知　日出海　　日本証券業協会

　　　個 人 賛 助 会 員

　村上　明里

○退会・会員資格喪失（平成28年６月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）

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 石井　聖爾 岩瀬　好史 小田島　行宏 佐藤　正臣
瀬山　浩之 本田　隆之 向井田　近俊

＜上記以外＞
検定会員 井出　昭洋 魚田　重治 松島　建夫

２．定款第12条第１項第５号による退会・会員資格喪失
検定会員 松尾　隆　26100

○会員状況（平成28年６月30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

26,358 （26,278） （80） 222 187 （155） （32） 26,767

服部　康一郎 PwCあらた監査法人
藤田　泰介 アムンディ・ジャパン株式会社
堀内　晴 SMBC日興証券株式会社
水野　陽介 DIAMアセットマネジメント株式会社
三村　恭祥 いちよし証券株式会社
宮道　泰輔 新日本有限責任監査法人

村上　茂久 株式会社新生銀行
山口　耕平 グローバル・アライアンス・リアル

ティ株式会社
渡辺　宏綱 株式会社みずほ銀行
和田　真渚美
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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


