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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▲

�東京開催の講演会参加料を電子マネーでお支払いいただけます
　2019年３月12日開催の講演会より、東京開催の講演会*では参加料のお支払いに電子マネー（交通系・

商業系）**をご利用いただけます。

　会場受付ではチャージはできませんので、ご利用の電子マネーにあらかじめチャージの上ご利用くだ

さい。従来通り、現金でのお支払いもできます。

　なお、セミナー及びPB関連セミナーの参加料は事前払い制（ペイジー、コンビニエンスストアでのお

支払い）です。

* 産業研究会講演会を除く。

** 使用可能な電子マネー：交通系（Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、

nimoca、はやかけん）、商業系（WAON、nanaco、楽天Edy、iD）

２．トピックス▲ �

第25回SAAJセミナーを開催（１月22日）
　第25回SAAJセミナー「ESG投資の現状と課題：グローバルな視点と未来」を１月22日（火）13：30

～ 17：25に日経茅場町カンファレンスルームで開催しました。運用会社のESG課題への取組み、コー

ポレートガバナンスの運用への活用やグローバルな課題に対する企業活動等について、以下のように議

論しました。①ESG投資の拡がりとESG評価データからみる日本企業の課題（講師：中塚一徳氏　

CMA）、②コーポレートガバナンスと株価、パフォーマンスの関係を考える（講師：伊藤桂一氏　CMA）、

③企業の力で社会を変える（講師：北島敬之氏）。参加者75名は熱心に聴講し、各セッションとも質疑
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応答が活発に行われました。

　　　　中塚一徳氏　　　　　　　　　　　　伊藤桂一氏　　　　　　　　　　　北島敬之氏

▲ �

プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2018年12月まで）に
ついて

　当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄　

東京大学　名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しています。2018年12月までの合否結果の概要は

次の通りとなっています。

（1） 2014年１月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター＜初

級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は、累計で785名

となりました。

（2） 2013年６月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリー PB＜中級レベ

ル＞）のコンピュータ試験では、３単位全てに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計で1,638

名となりました。

（3） シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、３単位全

てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で328名となりました。このうち、シニアPBの

筆記試験に合格したシニアPB資格認定者は、96名となっています。

　詳細は、当協会ホームページ＞「プライベートバンカー（PB）資格」＞「新着情報」をご覧ください。
▲ �

「大阪シンポジウム」を開催しました
・開催日、場所　　：２月６日（水）、大阪銀行協会

・テーマ　　　　　： 日本経済、関西経済において好循環を維持できるのか 

─関西の政策当局トップが論じる現状と展望─

・講　師　　　　　：森　清氏（近畿経済産業局長）

・コーディネーター：前原康宏氏（当協会専務理事）　CMA

・参加者　　　　　：213名

シンポジウム終了後に懇親会を開催しました。
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▲ �

大阪で初　PBセミナー in大阪を開催しました
　プライベートバンカーとして必要な一連のスキルを、グループディスカッションとロールプレイング

方式により学べるPBセミナーを、１月26日（土）に大阪で初開催しました（参加者30名）。

　参加者からは「異業種の参加者同士で各自の強みを出しな

がら、一つのプランを築くというプロセスに、大変面白みを

感じました。１日で完結する凝縮した内容だったため、時間

を意識したアウトプットの必要性、協力して迅速に練り上げ

ていく緊張感が刺激的でした」など満足の声が多数寄せられ

ました。

▲ �

IFRS財団トラスティの新議長が当協会に来訪
　２月１日に、IFRS財団トラスティの新議長に就任されたエルッキ・リーカネン（Erkki Liikanen）氏、

同財団事務局長のリー・ホワイト（Lee White）氏、国際会計基準審議会（IASB）理事の鶯地隆継氏が

当協会へ来訪されました。日本の財務諸表利用者を代表して、当協会が積極的にIASBへ意見書を提出し、

当協会の関係者が委員として財団の活動に貢献していることへ感謝の辞が述べられました。
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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（2018年度第３回）

・開催日、場所　：１月26日（土）、

　　　　　　　　　大阪総合生涯学習センター（梅田）

・勉強会テーマ　： 「ビットコインに見るブロック・チェーン 

技術と今後の発展可能性」

・講　師　　　　：笠原正治氏

　　　　　　　　　（奈良先端科学技術大学院大学　

　　　　　　　　　先端科学技術研究科　情報科学領域　教授）

・参加者　　　　：17名

勉強会終了後に懇親会を開催しました。

▲ �

講演要旨を協会ホームページに掲載しました
①名古屋シンポジウム「日本経済をリードする東海地区の動向と2019年の展開」（12月５日開催）

　パネリスト：亀水晋氏　CMA（財務省　東海財務局長）

　　　　　　　清水季子氏（日本銀行　名古屋支店長）

　　　　　　　髙𣘺淳氏（経済産業省　中部経済産業局長）

　司会：山下雅弘氏（中日新聞　経済部長）

②「中間選挙後のトランプ政権の動向」（12月10日開催）

　講師：渡部恒雄氏（笹川平和財団　安全保障事業グループ　上席研究員）

③「2019年の金融経済動向と内外金利見通し」（１月11日開催）

　講師：森田長太郎氏　CMA（SMBC日興証券　チーフ金利ストラテジスト）

④「中国産業イノベーションの現状―深センで勃興する次世代産業―」（１月16日開催）

　講師：藤代康一氏（三井物産戦略研究所　研究員）

⑤「世界経済のリスクと金融政策の正常化」（１月18日開催）

　講師：木内登英氏（野村総合研究所　金融ITイノベーション事業本部　エグゼクティブ・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。

▲

�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
　PB補完セミナー「プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法―IFAの活動をベースと
した生涯現役キャリアの作り方―」（12月６日開催）
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講師：米田隆氏（グローバル・リンク・アソシエイツ）

◆ 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＞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（会員、非会員で別料金）。

３．委員・会員の異動（敬称略）

▲

�委員の異動
　○投資パフォーマンス基準委員会（２月１日）

　　退　任　　池　田　　　誠　　アッサンブラージュ　CMA

　　　　　　　津久田　賢　一　　イーストスプリング・インベストメンツ

　　　　　　　西　林　直　彦　　大和証券投資信託委託　CMA

　　就　任　　河　田　誠　司　　大和証券投資信託委託　CMA

　　　　　　　我　妻　太　郎　　野村総合研究所　CMA・CIIA

　○第34回　日本証券アナリスト大会実行委員会（２月13日）

　委 員 長　　成　瀬　順　也　　大和証券　CMA

　副委員長　　村　松　高　明　　SMBC日興証券

　委　　員　　井　上　　　崇　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA・CIIA

　　 同　 　　上　野　真　司　　第一生命保険　CMA

　　 同　 　　内　山　雅　浩　　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　CMA

　　 同　 　　金　村　　　清　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　　 同　 　　佐　藤　　　正　　明治安田生命保険　CMA

　　 同　 　　添　谷　昌　生　　りそな銀行　CMA

　　 同　 　　高　田　　　穣　　三菱UFJ国際投信　CMA

　　 同　 　　中　尾　慎　吾　　大和証券　CMA

　　 同　 　　長　野　義　隆　　三菱UFJ信託銀行　CMA

　　 同　 　　林　　　　　敦　　みずほ銀行

　　 同　 　　平　野　成　明　　野村アセットマネジメント　CMA

　　 同　 　　水　元　英　正　　みずほ証券　CMA

　　 同　 　　山　崎　慎　一　　岡三証券　CMA

　　 同　 　　渡　辺　勇　仁　　大和証券投資信託委託　CMA

　○産業研究会（２月４日）

　　退　任　　若　山　　　亨　　みずほ証券　CMA

　　就　任　　山之口　達　也　　みずほ証券
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▲

�会員の異動
○新入会者（2019年1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

○退会・会員資格喪失（2019年１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　弘和 木村　忠照 鈴木　佐代子 長谷川　章範
荒井　秀夫 木村　洋介 鈴木　秀和　27501 林　達人
板崎　王亮 栗本　茂雄 鈴木　裕士 深田　健一
井上　淳一 権藤　正彦 高野　公英 藤田　孝
楳木　真一 斎藤　薫 田邊　眞 細川　修一
大堀　和利 齋藤　眞一 中農　崇 水野　貴久男
沖本　輝義 坂尾　朋行 名取　就一郎 宗像　発秋
折戸　孝已 佐藤　隆久 西河　一樹 矢野　浩二
加藤　拓人 佐藤　芳之 長谷　哲宏 吉澤　啓
金子　昌弘

法人会員 株式会社商工組合中央金庫

法人賛助会員 トヨタ自動車株式会社

＜上記以外＞
検定会員 佐藤　顕範 日浦　清明

○会員状況（2019年１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

27,474 （27,394） （80） 212 163 （133） （30） 27,849

相澤　比 野村證券株式会社
雨宮　豪
石原　慶延 メットライフ生命保険株式会社
伊藤　伸紘
伊藤　晴祥 国際大学
大谷　明弘
小田　亮生 株式会社デンソー
北川　慎一郎
北野　弘毅
西海　一樹
鈴木　啓太 みずほ証券株式会社
竹内　克弥
武村　快
田中　陽平
谷口　祐樹

寺田　誠
豊福　清
内藤　文博 野村アセットマネジメント株式会社
中谷　らつき
野口　大輔 野村證券株式会社
橋本　敬吾
長谷部　綾子 PwC あらた有限責任監査法人
原岡　遼弥 株式会社三菱 UFJ 銀行
廣瀬　俊
前田　英朗
丸山　美帆 東京海上アセットマネジメント株式

会社
山崎　友輔 AnyPay 株式会社
和田　一真 大和住銀投信投資顧問株式会社
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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（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）

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）

⑷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


