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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．お知らせ▲

�2018年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座を職場やお知り
合いの方にお勧めください

　2018年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座は、５月から受講の申し込みを受け付けます（申

込期間は2018年５月から2019年１月）。

　本講座は、①最新の理論・実務を体系的にわかりやすく解説した通信テキスト、②通信テキストで完

結する教育体系、③試験は春秋年２回実施（科目別に３年間で６回受験可能）、④マイページから過去

10回の試験問題と解答のほか、練習問題、合否結果、受験最終年等各種管理情報が閲覧できるなど、学

びやすい環境が整っています。ぜひお知り合いの方にお勧めください。

　詳細は、協会ホームページ＞証券アナリスト資格＞証券アナリスト（CMA）第１次レベルからご覧

いただけます。

２．トピックス▲

�丸の内キャリア塾スペシャルセミナー「私のキャリアは私が創る！証
券アナリスト資格（CMA）で拡がる可能性」を開催しました

　３月12日（月）にSPACE NIO（日本経済新聞社ビル２F）において開催された、女性向けCMAプロ

モーションイベント「私のキャリアは私が創る！証券アナリスト資格（CMA）で拡がる可能性」（主催：

日本経済新聞社）に協賛しました（参加者128名）。橘・フクシマ・咲江氏（G&S Global Advisors代表

取締役社長）による基調講演に続き、３名の女性CMA（小崎亜依子氏（㈱Waris）、金森都氏（SMBC

日興証券㈱、松古樹美氏（オムロン㈱））によるパネルディスカッションでは、ご自身の経験を踏まえ

たキャリア形成やCMAのメリットを披露いただきました。

協会だより1
１．お知らせ：2018年度第１次レベル講座の申し込み受け付け
２．トピックス：丸の内キャリア塾スペシャルセミナーを開催／ミニドラマ「ザ・プライベー

トバンカー」の制作／「地区交流会」の活動状況／講演要旨／ SAAJセミナー動画／ PB
関連セミナーの動画、講演要旨

３．理事・顧問・委員・会員の異動

協会だより1
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　当日の模様は、下記から日経電子版特設サイトでご覧いただけます。

▲

�ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」を制作しました
　PB資格認知度向上を目的として各編１～２分程度のミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」全６話

を制作し、このたび第１話をYouTubeにアップしました。プライベートバンカー資格を目指す、若手金

融マンが失敗と成長を繰り返しながら、顧客との信頼関係を構築するさまを描くストーリーです。特設

サイトでは登場人物の相関図や今後順次公開する第２～６話の予告編もご覧になれます。

▲

�「地区交流会」活動状況について
○関西地区交流会（2017年度第２回）

・開催日、場所：３月24日（土）、大阪市立生涯学習センター

・勉強会テーマ：「アナリストの知識・経験は企業経営に役立つか」

・講　師　　　：入江正孝氏　CMA

　　　　　　　　（ ダイヤモンド電機株式会社 

取締役　常勤監査等委員）

・参加者　　　：15名

　勉強会終了後に懇親会を開催

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
　①�「第24回SAAJセミナーAI ／フィンテックは運用業界に何をもたらすのか」（１月24日開催）

　　セッション1
　　「AIとフィンテック、運用業界にもたらす可能性と課題」
　　講師：和田芳明氏（NTTデータシステム技術　日銀システム事業部　システム企画開発担当部長）
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　　セッション2
　　「AI技術の資産運用における応用可能性について」
　　講師： 岡田克彦氏（関西学院大学大学院経営戦略研究科教授、Magne-Max Capital Management 

CEO ／ CIO）

　　「運用実務におけるAI・ビッグデータ活用に向けた挑戦と課題」
　　講師： 工藤秀明氏　CMA（野村アセットマネジメント　シニア・ポートフォリオ・マネージャー　

運用部 ジャパン・ストラテジック・バリューグループ 及び 資産運用先端技術研究室）

　　セッション3
　　「AI ／フィンテックが変える資産運用のビジネスモデル」
　　講師： 加藤康之氏　CMA（京都大学大学院特定教授）

　②�「2018年の内外経済の展望」（２月21日開催）

　　講師：武田洋子氏　CMA・CIIA（三菱総合研究所　政策・経済研究センター長チーフエコノミスト）

　③�「ESG指数の潮流―企業選別の考え方と長期的な企業価値の向上／投資パフォーマンス」（２月27

日開催）

　　講師： 大海雄三氏（MSCI INC.　エグゼクティブ・ディレクター）、岸上有沙氏（FTSE Russell　

アジア・パシフィック　ESGヘッド）

　④�「2018年の世界はどうなるか日本はどうなるか　真の夜明けは来るか、投資環境はどうなるか」（３

月６日開催）

　　講師：高田創氏　CMA（みずほ総合研究所　専務執行役員　調査本部長　チーフエコノミスト）

◆ 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。

▲
�動画を協会ウェブサイトに掲載しました

　第24回SAAJセミナー「AI ／フィンテックは運用業界に何をもたらすのか」（１月24日開催）

　①セッション1
　　「AIとフィンテック、運用業界にもたらす可能性と課題」
　　講師：和田芳明氏（前掲）

　②セッション2
　　「AI技術の資産運用における応用可能性について」
　　講師： 岡田克彦氏（前掲）

　　「運用実務におけるAI・ビッグデータ活用に向けた挑戦と課題」
　　講師： 工藤秀明氏　CMA（前掲）
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　③セッション3
　　「AI ／フィンテックが変える資産運用のビジネスモデル」
　　講師：加藤康之氏　CMA（前掲）

◆ 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＞動画から購入して視聴できます（会員、非会員で別料金）。

▲

�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
　「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だけます。ぜひ、ご活用

ください。

＜PB補完セミナー＞

　「M&Aにおける企業価値評価について　一般的な評価方法と実務上の取扱い」（１月19日開催）

　　講師：上楽裕三氏（株式会社ストライク　公認会計士　CMA　シニアPB）

◆ 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）。

３．理事・顧問・委員・会員の異動（敬称略）

▲

�理事の異動（３月31日）

　　　退　任　　大久保　良　夫　　投資信託協会　副会長・専務理事

▲
�顧問の異動（４月２日）

　　　退　任　　高　木　　　伸　　全国銀行協会　前副会長兼専務理事

　　　就　任　　岩　本　秀　治　　全国銀行協会　副会長兼専務理事

▲

�委員の異動
　○運営委員会（３月26日）

　　　退　任　　住　田　直　伸　　格付投資情報センター　CMA

　○規律委員会
　　　退　任　　大久保　良　夫　　投資信託協会（３月31日）

　　　就　任　　杉　江　　　潤　　投資信託協会（４月16日）
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　○証券アナリスト教育委員会
　　　退　任　　大久保　良　夫　　投資信託協会（３月31日）

　　　就　任　　増　川　道　夫　　CRD協会（４月１日）

　○試験管理委員会
　　　退　任　　大久保　良　夫　　投資信託協会（３月31日）

　　　就　任　　杉　江　　　潤　　投資信託協会（４月16日）

　○セミナー企画委員会（４月２日）

　　　退　任　　大　西　史　一　　日興リサーチセンター　CMA

　　　就　任　　長谷川　　　浩　　SMBC日興證券　CMA・CIIA

　○産業研究会（４月１日）

　　　退　任　　古　舘　克　明　　朝日ライフアセットマネジメント　CMA

　　　　　　　　植　田　剛　生　　明治安田生命保険　CMA

　　　就　任　　勅使河原　　充　　朝日ライフアセットマネジメント　CMA　

　　　　　　　　西　尾　友　宏　　明治安田生命保険

　○PB教育委員会（４月１日）

　PB教育委員会は、３月末をもって任期満了となりました。次の方々が退任及び委員に委嘱されまし

た（〇印は新任）。

【退任】

　委　員 大　塚　正　民　　大塚正民法律会計事務所

　委　員 萩　原　清　人　　前日本証券アナリスト協会

　委　員 花　岡　幸　子　　大和証券　　　

　委　員 本　郷　　　尚　　タクトコンサルティング

【新任及び再任】

　委員長 米　田　　　隆　　グローバル・リンク・アソシエイツ

○委　員 飯　塚　美　幸　　松木飯塚税理士法人

○委　員 石　黒　徹　哉　　税理士法人石黒会計事務所

○委　員 大　澤　　　真　　フィーモ

　委　員 太　田　貴　之　　みずほ信託銀行　CMA

　委　員 北　山　雅　一　　キャピタル・アセット・プランニング　CMA　

　委　員 小谷野　幹　雄　　小谷野公認会計士事務所　CMA　
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　委　員 清　水　英　孝　　RML

　委　員 船　山　雅　史　　船山公認会計士事務所

　委　員 前　原　康　宏　　日本証券アナリスト協会　CMA　

○委　員 枡　田　至　弘　　りそな銀行

▲

�会員の異動
○退会・会員資格喪失（2018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 赤峰　浩介 木川　仁 高山　弘光 福田　健二郎
浅野　昌樹 菊池　俊博 千田　英明 福村　遼平
足立　周一 北野　茜 塚本　覚 藤本　智恵
有田　祐規 木寅　潤一 築地　浩也 古谷　康典
有村　敏郎 木村　浩一 辻本　了章 細野　源蔵
安藤　幹根 木村（魚住）　知世 土田　照久 保多　正博
石黒　智 桐山　勝 手川　浩一 松岡　辰雄
石崎　豊 工藤　巧 手川　玲子 松崎　義弘
泉　和雄 久保　知行 鴇田　淳一 松野　浩三
一條　寛典 久保　圭寛 徳田　隆一郎 松本　敏之
稲富　正夫 黒田　浩太郎 中原　悠希 松本　尚樹
猪野　浩司 河野　圭一 中山　隆 三隅　正弘
岩村　友寛 小杉　真 永田　基史 水島　孝生
植木　英大 小関　正寛 永野　護 緑河　久彰
牛田　雅人 小林　隆 西村　正明 南　太朗
臼居　一英 小宮　隆 西本　宗太郎 宮田　遵
内尾　和仁 小室　信弘 二宮　良太 宮本　勇登
江口　政宏 小森　和哉 沼田　直樹 諸橋　聖子
榎本　達哉 才木　守 野辺地　健 山岡　敬明
大木　秀一郎 齋藤　克巳 橋本　勝年 山口　将司
大島　弘毅 酒井　茂行 蓮田　隆治 山崎　達夫
大谷　理 坂野　弘志朗 長谷川　祐一　25708 山下　順一
大野　隆由 佐藤　賢治 秦　和広 山部　洋介
岡村　善行 嶋　耕平 羽田　亮 横山　真弘
奥山　玄博 庄山　毅彦 土生　英樹 吉岡　正晃
尾関　敦是 白川　正幸 濱地　保則 吉田　浩司
笠原　正樹 角南　雄太 濱村　明彦 米田　和樹
加藤　康郎 妹尾　雄介 林　成人 頼　翼
川北　武宏 高橋　繁典 原田　武嗣 力丸　正浩
瓦谷　純一 高見　民 昼間　深 渡邊　真吾

法人会員 あすかアセットマネジメント株式会社 アフラック

法人賛助会員 野村インベスター・リレーションズ株式会社 北海信用金庫

＜上記以外＞
検定会員 今邨　忍
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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 青木　隆博 鈴木　葉平 松岡　剛 勇崎　聡

桑島　壮史 橋本　章広

○会員状況（2018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

26,866 （26,784） （82） 214 171 （140） （31） 27,251

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（https://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


