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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８回SAAJ国際セミナーを開催しました
　４月７日（金）第８回SAAJ国際セミナーを「資産運用ビジネスの新しい動きとそれに向けた戦略」

のテーマの下、マンダリン オリエンタル 東京（日本橋）で開催しました。

　森信親金融庁長官による基調講演に始まり、ジョージ・R・ロバーツ氏（KKR 共同創設者、共同最高

経営責任者）と平野博文氏（KKRジャパン 代表取締役社長）の対談、渡邊国夫氏（野村アセットマネ

ジメント CEO兼執行役社長）の基調講演、奥野一成氏（農林中金バリューインベストメンツ 常務取締

役）、清水時彦氏（ゆうちょ銀行 市場部門執行役員）、諏訪部貴嗣氏（ゴールドマン・サックス・アセ

ット・マネジメント 計量投資戦略グループ株式リサーチ共同責任者 マネージング・ディレクター）、

堀江貞之氏（野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部 上席研究員）によるパネルディスカッショ

ンからなるセミナーでは、日米のトップリーダーを講師に迎え、資産運用会社として更なる飛躍に向け、

今後進むべき方向性について大変示唆に富む講演、また活発な議論が行われました。237名の参加者が

あり、大変有益であったとの声が多数聞かれました。

　森金融庁長官の基調講演要旨が次の金融庁のウェブサイトに掲載されています。

金融庁ホームページ＞トピックスの講演等＞金融庁長官

協会だより1
１．トピックス：第８回国際セミナーの開催／CMA+PB資格紹介無料セミナーの開催／講演

要旨／ PB関連セミナーの動画、講演要旨
２．委員・会員の異動

協会だより1

セッション２
左から平野氏、ロバーツ氏

セッション３
渡邊氏

セッション４ 左から
堀江氏、奥野氏、清水氏、諏訪部氏
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▲

�「CMA+PB資格紹介無料セミナー」を開催しました
　当協会では、金融に携わる方々のキャリア向上の一環として、より多くの方にCMAやPB資格を理解

し活用していただきたいと考え、４月８日（土）に参加費無料のCMA+PB資格紹介セミナー「証券アナ

リスト資格+プライベートバンカー資格で確実にキャリアアップ！」を東京で開催しました（参加者80

名）。ピクテ投信投資顧問代表取締役社長の萩野琢英氏による基調講演「これからのプライベートバン

カーに求められるスキルとは」、ダブル資格者講演として野村證券所沢支店の荒賀俊介氏（CMA、CIIA、

シニアPB）による「資格取得で仕事は確実に面白くなる」、JA共済連 証券運用部の村岡美香氏も交え

たパネルディスカッションでは、金融キャリア形成をテーマに、お話しいただきました。

　なお、今回は協会初のセミナーライブ配信を実施し、最もアクセスの多かった時間帯では80名程度の

方に視聴いただきました。

左から萩野氏、荒賀氏、村岡氏 基調講演の模様

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①「先進国の【ITとモノづくりの融合】戦略が目指すもの」（３月８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）

　②「“これからどうする?” 中国現法３万社のEXIT戦略」（３月23日開催）
　　講師：前川晃廣氏　CMA（IBJコンサルティング　代表取締役）

　◆�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。
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▲

�PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、PB関連セ

ミナーの動画コンテンツ、講演要旨を作成しております。検定会員の方にもご利用いただけます。ぜひ、

ご活用ください。

　＜PB補完セミナー＞

　①�「日本におけるバイアウト投資と事業承継―事業承継に対するバイアウトファンドの活動の実際―」
　　（１月24日開催）

　　講師：原田健一氏 CMA（J-STAR　取締役パートナー）

　＜PBスクール＞

　②�「不透明な環境下における資産運用のインプリケーションとビジネス・デューデリジェンスの理解
―顧客への効果的アドバイスのために―」（２月11日開催）

　　講師：井上真司氏 CMA（ピムコジャパンリミテッド　常務執行役員）

　　　　　塚本恭之氏（ナレッジワーカーズインスティチュート　代表取締役）

　　　　　髙橋法彦氏　弁護士（髙橋法律事務所）

　◆�協会ホームページ＞プライベートバンカー資格＞セミナーとスクール＞要旨と動画申込から有料で

視聴・ダウンロードできます（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

員と非会員の方は、それぞれ別料金です）。

２．委員・会員の異動（敬称略）▲

�委員の異動
○PB資格試験委員会（４月１日）
　　　退　任　　近　藤　英一郎　　みずほ証券リサーチ＆コンサルティング

▲

�会員の異動
○新入会者（2017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　　河合　祐二朗

○退会・会員資格喪失（2017年３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 青木　盛博 秋田　薫 浅田　卓也 東　洋一

足立　和寛 足立　信彦 荒木　孝 荒巻　淳
有路　一哉 有吉　晴樹 五十嵐　隆将 五十嵐　奈美
池田　光 池田　良己 石川　貴裕 石川　諒
石角　公宏 石原　宏一 板谷　亮輔 市川　敦久
伊東　治幸 伊東　宏記 稲永　辰夫 稲葉　達史
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井上　雅国 岩井　千尋 岩尾　昌也 岩上　敏秀
岩崎　真之 岩田　修自 岩間　宏 岩山　達
上田　雄一郎 植村　幸浩 宇田　新太郎 内野　恵美
浦井　純 江藤　和安 江成　哲昭 大上　慎一
大澤　範恭 太田　学 太田　亘 大津賀　健史
大西　恒彦 大西　雄基 大野　寿隆 大山　重行
岡　知洋 岡　直人 岡本　洋幸 小川　俊弘
荻野　達己 奥村　英司 尾崎　匡 押田　健
小野　貴章 笠原　二郎 香月　太郎 加藤　昌宏
加藤　力也 金山　太郎 鹿沼　知実 上村　明男
紙屋　裕彦 亀本　弘樹 川崎　大輔 川島　孝夫
河原　聡美 河原　洋一 川端　康 神田　健次
北尾　敏明 北薗　俊宏 北時　真吾 金　英弘
木村　明男 木村　大機 木村　治子 国宗　利広
久保　美香 久保川　寛 久保田　慶一 倉本　敬治
黒山　知之 小池　理 小嶋　経夫 駒田　充孝
小山　秀貴 小山　裕史 近藤　義郎 合原　健太
後藤　信介 後藤　利康 齋木　直也 三枝　純恵
坂口　到 佐藤　樹美 澤田　英之 塩谷　恵市
市東　大介 蔀　佳太 篠崎　享一 鈴木　裕樹
鈴木　光宏 鈴木　芳明 諏訪　正義 関　浩明
高橋　尋史 高山　和枝 滝澤　憲治 瀧山　琢治
田中　昇 田中　正博 谷　直樹 谷村　節
谷山　大介 丹　陽 田家　康 丹原　貴広
大工原　幸人 土屋　高康 土谷　俊幸 筒井　孝夫
廿楽　克美 笘原　博 富田　大介 富山　博之
豊田　雄次 中川　智明 仲谷　桃 中野　智弘
中村　悟志 中村　麻衣子 中村　雅則 中村　竜士
中山　満美子 永井　雅之 名倉　賢 二階堂　茂
西尾　幸久 西谷　珠雅紫 西村　陽 西村　公宏
西村　典朗 西本　信介 二瓶　博和 野谷　大樹
野田　浩司 畠村　裕平 林　忠男 林　伸匡
林　康弘 原田　愼哉 半田　邦博 久喜　政信
日野　正徳 平岡　学 平岡　良一 平田　千香子
平田　充昭 平野　真�12446 福谷　歳之 福田　和則
福田　修司 福田　幸代 福富　平記 藤澤　拓也
藤田　和也 藤本　真三 藤本　揚一 星隈　邦朗
星住　圭一 本庄　真 前田　祐治 真壁　洋一
正木　裕二 枡　高之 益田　浩史 松井　洋治
松田　和子 松田　禎弘 松本　真理 三浦　宜爵
水野　司 峰松　良 宮川　圭司 三宅　雅
村上　英生 村上　泰弘 室原　妙子 毛利　裕司
森　創 箭内　浩典 柳澤　和久 柳原　栄
山浦　順一 山口　耕平�34552 山口　牧人 山崎　俊男
山崎　敦 山田　潤一 山西　均 山本　一人
山本　剛史 横田　勝哉 横手　文彦 吉田　淳
吉田　恵美子 吉田　広一郎 吉田　伸 吉田　潤
吉田　佳央 吉村　匡則 渡部　亘

法人会員 日の出証券株式会社 株式会社東日本銀行 株式会社SMBCフレンド調査センター

法人賛助会員 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 北海道旅客鉄道株式会社
多摩信用金庫 日本郵政株式会社 株式会社うえじまインベストメント
興銀リース株式会社 芙蓉総合リース株式会社
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＜上記以外＞
検定会員 足立　正和 菊池　博章 後藤　渉 住野　豪生

柳　洋二郎 山田　祐司 山本　圭

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 小島　邦俊 砂川　和彦 角南　未保 田中　裕文

橋本　雅夫

○会員状況（2017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

26,544 （26,464） （80） 217 175 （145） （30） 26,936
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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）
⑵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


