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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▲

�第506回理事会を開催しました
　第506回理事会は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、定款第44条に基く「決議の省略」方

式で実施しました。３月18日に全理事、全監事からの同意書、承認書を受領し、決議があったものとみ

なされました。

　【決議事項】

　　第１号議案　2020年度事業計画書、2020年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込みの件

　　第２号議案　「経理規程」の一部改正の件

　【報告事項】

　　１．資金運用諮問会議答申（2020年２月３日付）の骨子

　　２．新CMAプログラムについて

　　３．日本証券アナリスト協会の使命と戦略について

　　４．USBメモリーの所在不明インシデントについて

　　５．新型コロナウイルス感染症への協会事業面の対応

　詳細は当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

▲

�新型コロナウイルス感染症への対応について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、政府の緊急事態宣言等を踏まえ、５月１日までに

開催を予定していた講演会、IRミーティング、PB補完セミナーの会場での開催を中止しました。

協会だより1
１．お知らせ：第506回理事会／新型コロナウイルス感染症への対応について／ 2020年度証

券アナリスト第１次レベル講座の申し込み受け付け
２．トピックス：第11回SAAJ国際セミナー誌上座談会を開催／講演要旨／第26回SAAJセミ

ナー要旨・動画
３．理事・委員・会員の異動

協会だより1
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▲

�2020年度証券アナリスト第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

　2020年度証券アナリスト第１次レベル講座は、５月８日（金）から受講の申し込みを受け付けます（申

し込みは2021年２月１日＜月＞まで）。

　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テキスト、②テキストで完結する教

育体系、③試験は春秋年２回実施（科目毎に受験可能）、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＞CMA資格＞証券アナリスト第１次レベル講座からご覧いただけます。

２．トピックス▲

�第11回SAAJ国際セミナー　「投資信託による資産運用拡大に向けて
担う役割―アドバイス、運用、販売―」をテーマに誌上座談会が開催
されます

◆『証券アナリストジャーナル』に掲載されます！◆
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、第11回SAAJ国際セミナー「資産運用業界を変革する

ために何をなすべきか」の会場での開催は取り止めとなりましたが、代わりに『証券アナリストジャー

ナル』で誌上開催することになりました。

　そのため、４月７日に本セミナーに登壇予定だったパネリストの方々に、「投資信託による資産運用

拡大に向けて担う役割－アドバイス、運用、販売－」をテーマに、誌上座談会を開いていただきます。

詳細は『証券アナリストジャーナル』にて取り上げますので、ぜひご覧ください。

　ご出席者：中桐啓貴氏（GAIA株式会社　代表取締役社長 兼 CEO）、中野晴啓氏（セゾン投信株式会

社　代表取締役社長）、水野清司氏（楽天証券株式会社　コーポレート本部経営企画部　資産形成・運

用支援室長）、司会：島田知保氏（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社　月刊「投資信託

事情」発行人・編集長）
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▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①「内外の経済情勢と展望」（２月21日開催）

　講師：武田洋子氏　CMA（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）

②�「2020年以降の内外経済相場展望―米中関係に影響されにくい物色戦略。株式と為替、米中関係
の年間変動見通し。歴史に見る経済覇権挑戦の必要条件。五輪後の株式とリート―」（２月21日大阪、

２月26日東京、２月28日名古屋開催）

　講師：木野内栄治氏　CMA（大和証券　理事　チーフテクニカルアナリスト 兼 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。

▲

�第26回SAAJセミナー要旨・動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　第26回SAAJセミナー「デジタル技術革新と産業構造の変革等による企業価値の変化、中長期的な株
式投資展望」（１月22日開催）

①�セッション１「５Gの動向と新たなビジネスモデル―B２B２Xと社会実装。高齢化、人手不足を背
景として―」

　講師： 桑津浩太郎氏（野村総合研究所　研究理事　未来創発センター長、コンサルティング事業本

部副本部長）

②セッション２「電動化新時代！202X年　デジタル・モビリティの時代が到来する」
　講師：和田憲一郎氏（日本電動化研究所　代表取締役）

③セッション３「デジタル技術革新と産業構造の変革等による企業価値の中長期的な変化」
　講師：菊地正俊氏　CMA（みずほ証券　エクイティ調査部　チーフ株式ストラテジスト）

◆ 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＞動画から購入して視聴できます。

◆ 有料の動画は会員、非会員で別料金です。ただし、一部の動画については、会員は７月末日まで無料

で視聴できます。
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３．理事・委員・会員の異動（敬称略）▲

�理事の異動（３月31日）
　　退　任　　松　本　浩　司　　 三井住友銀行　執行役員　ファイナンシャル・ソリューション統括

部長　CMA

▲

�委員の異動
○規律委員会（４月１日）

　　退　任　　熊　谷　泰　治　　みずほ証券

　　就　任　　白　川　　　至　　みずほ証券　CMA

○第35回日本証券アナリスト大会実行委員会（４月１日）

　　退　任　　佐　藤　　　正　　明治安田生命保険　CMA

　　就　任　　大　野　健　太　　明治安田生命保険　CMA・CIIA

　　退　任　　中　尾　慎　吾　　大和証券　CMA

　　就　任　　猪　谷　幸　雄　　大和証券　CMA

○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、次の方々が退任及び再任の委嘱をされました。

【退　任】

　委　　員　　　　石　黒　徹　哉　　石黒会計事務所

【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　　　　大　石　篤　史　　森・濱田松本法律事務所

　委　　員　　　　大　澤　　　真　　フィーモ

　委　　員　　　　太　田　貴　之　　サッポロ不動産開発　CMA

　委　　員　　　　木　川　　　淳　　野村證券　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

　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
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○証券アナリストジャーナル編集委員会（４月６日）

　　退　任　　澤　井　篤　生　　みずほ銀行

　　就　任　　佐　藤　　　勝　　みずほ銀行

▲

�会員の異動
○新入会者（2020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

○退会・会員資格喪失（2020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　剛 大河原　亮 神戸　邦彦 鈴木　俊一　30990
秋山　浩一　15682 大杉　康明 菊池　しのぶ 鈴木　友矩
朝倉　洋 太田　達二 木口　英則 陶山　春夫
芦澤　公二 大沼　淳 北嶋　武司 瀬下　紀子
足立　直隆 大野　眞治 吉川　厚 高島　浩義
阿部　紘也 大野　忠士 木村　司　5986 高田　英嗣
阿部　高広 岡田　克彦 祇園　哲孝 高田　保豊
安部　貴哉 岡野　慎一 倉田　博史 高角　晶太郎
阿部　秀夫 緒方　和代 桑田　圭三 高橋　毅
阿部　美貴信 荻野　和之 小池　美湖 瀧川　和志
荒瀬　孝則 奥田　理 小久保　秀昭 竹居　淳治
安藤　博 小澤　秀治 小林　敦 竹島　雅人
安藤　麻紀子 越智　信仁 小林　喜晴 武田　光一郎
池田　英世 小野　剛志 小山　大祐 田坂　成吾
池田　光男 小野口　高史 紺野　剛 達　昌宏
石井　英介 尾花　好恵 齊藤　昂 建野　翔平
石井　克利 加賀野井　順一 酒井　敦史 田邊　真一
石川　一彦 蔭山　義人 酒井　康一 谷口　亮
石田　泰士 片岡　秀実 崎原　盛裕 爲水　光春
磯上　量政 片山　優臣 酒向　俊治 樽味　信英
市橋　英樹 加藤　潤 作華　康之 因　浩二
市原　敏 加藤　哲生 佐藤　明生 帖地　マリ子
一瀬　学 角海　知也 佐藤　豊 築地　克己
伊東　総一郎 金光　祐一 澤田　孝春 辻　隆司
稲田　忠昭 釜口　祥子 椎根　雅道 辻　雄一郎
稲森　大始郎 神野　郁也 柴田　信一 土橋　潔
犬伏　剛 加茂　久弥 清水　好一 筒井　伸彦
井上　満 川合　光明 白石　喜久 津富　敦
今井　幸雄 河内　秀則 城　英明 積田　直和
岩坪　絹恵 川上　浩一 末吉　繁志 手島　恵津子
岩本　慶治 川崎　英樹 菅谷　和徳 中川　修平
植木　健一 川崎　浩嗣 菅原　元 中島　健二　27643
上野　里紗 川島　貴夫 杉本　卓哉 中嶋　良明
江越　正拡 川那子　英樹 鈴木　明彦 中塚　正憲
大植　勇輝 川又　武 鈴木　智史 中西　邦彦

篠丸　あすか SMBC 日興証券株式会社
多田　摩耶

殿島　琢也
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中野　洋 日比野　幾弘 三上　正浩 山口　桐子
中谷　らつき 平沼　航一郎 美澄　祐太 山口　叔男
中山　裕子 日渡　洋朗 水沢　正俊 山嵜　祐貴
永井　隼人 福井　響介 水野　旭 山下　透
永井　秀範 福田　雄彦 三田　一憲 山田　知秀
永嶋　彰代嗣 伏見　文彦 皆川　則行 山田　直哉
並木　清剛 藤井　浩志 美野　孝至 山田　雅章
野沢　幸彦 藤木　幸博 村井　孝 山根　寛樹
野々村　寛子 藤田　秀雄 村井　直樹 山本　拓男
灰野　泰和 藤根　洋平 村上　耕太 吉岡　淳
橋爪　透 堀川　清之 村上　由真 吉川　治良
橋本　敦人 堀口　学 持田　那由他 吉武　恭子
畠中　實 本多　敦侑 森口　愛 吉田　浩二　9409
畑澤　宏彦 本馬　昌代 矢澤　雅之 吉田　昌弘　25961
畑脇　睦弘 前田　豊治 安田　俊幸 吉田　雄資
濱田　大輔 前田　祐司 谷中　正英 米山　満穂
林　隆寛 松田　裕樹 矢筈　芳人 若林　岩男
服藤　秀樹 松原　努 山尾　庸久 渡辺　一雄
春名　孝俊 松原　史尚 山上　喜代佳 渡辺　伸秀
馬鳥　慎吾 松山　元宰 山倉　裕介 渡辺　道隆
東田　雅昭 松山　真也　36857 山口　哲也 渡部　宏章

法人賛助会員 国民年金基金連合会 サンバレー・アセット・マネジメント株式会社

＜上記以外＞
検定会員 高津　亮

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 川辺　俊一 北林　直樹 立石　一彦

○会員状況（2020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

27,497 （27,420） （77） 206 156 （126） （30） 27,859


