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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（2020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、2022年７月19日（火）～９月５日（月）の間に、第７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111名以上186名以内、法人８社以上13社以

内です。

　詳しくは、当協会ウェブサイトの「代議員改選のお知らせ」をご覧ください。（当協会ホームペー

ジ＞マイページ＞「会員・会員補向けのお知らせ」内の「代議員改選のお知らせ」）

URL：https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/

　代議員改選に先立ち、第516回理事会（2022年５月20日）での決議を経て選挙管理委員会が設置さ

れ、６月27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　　　　織立　敏博 氏　　日証金信託銀行（株）代表取締役社長（法人会員代表者）

　同　　　　　北川　哲雄 氏　　青山学院大学名誉教授／東京都立大学特任教授（一般会員）

　同　　　　　滝本　豊水 氏　　弁護士（学識経験者）

   「マイページ」はこちらから

協会だより1
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２．トピックス：第22回夏期SAAJセミナーのハイブリッド開催／証券アナリスト教育支援・
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３．顧問・委員・会員の異動

https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/
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2022年７月15日

代議員選挙のお知らせ
公益社団法人日本証券アナリスト協会

選 挙 管 理 委 員 会　　

（公示）
第７回　代議員立候補者募集要項

１．立候補申請方法等
　日本証券アナリスト協会選挙管理委員会は、このほど定款第15条および代議員選挙等に関す

る規程に基づき、個人会員および法人会員の中から各々の代議員を選任するため、以下の要領で

代議員立候補者を募集します。

　立候補資格要件は、立候補申請時に所定の年会費を完納していること、個人会員立候補には、

他の個人会員または法人会員２名の推薦を要することとなっております。推薦は立候補者１名限

りとし、重複は認めません。なお、再任を妨げません。

　つきましては、立候補を希望される方は、代議員立候補申請書により、選挙管理委員会事務局

まで申出てください（郵送または電子メールに添付して送信）。

　※立候補申請書は、当協会ウェブサイトからダウンロードしてください。

　任期は代議員選任から２年間です。また、代議員の定数は個人会員が111名～ 186名、法人会

員が８社～ 13社です。

２．立候補申請書受付期間　2022年７月19日（火）～９月５日（月）

※2022年９月５日（月）までに選挙管理委員会事務局に到着したものを有効とします。

３．申請書送付先、お問合わせ先
〒103-0026　　東京都中央区日本橋兜町２－１東京証券取引所ビル５階

公益社団法人日本証券アナリスト協会　選挙管理委員会事務局

e-mail：member@saa.or.jp
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２．トピックス▲

�第22回夏期SAAJセミナーをハイブリッド開催しました（会場開催・
ライブ配信）（７月５日）

　第22回夏期SAAJセミナー「インフレ・金融正常化の中での債券投資戦略」を７月５日にハイブリ

ッド開催しました。講演「世界はインフレと同時金融引締めで景気回復を維持できるのか？」（鵜飼

博史氏）、「グローバル債券市場見通し―迷走する金融政策と翻弄されるグローバル債券市場―」（山

脇貴史氏）に続き、最終セッションでは「金融正常化局面におけるクレジット／ ESG投資の今後の動

向」（中空麻奈氏）についてお話しいただきました。（視聴者約190名）

　コロナ禍でのセミナー・講演会の開催は収録・オンデマンド配信を原則としておりましたが、この

たび感染状況の緩和次第では会場でもお話を伺えるよう、開催方式を見直しました。また、地方在住

の会員の方にもご参加いただけるよう、引き続きライブ配信や動画のオンデマンド配信の拡充に努め

て参ります。

▲
�証券アナリスト教育支援・推進基金へのご寄附のお願いとお礼

　当協会では、証券アナリストの育成のため、①アジア証券アナリスト教育支援基金、②大学等証券

アナリスト教育推進基金へのご寄附を募っています。

　両基金の目的、ご寄附の方法等については以下に掲載していますので、ご協力くださいますようお

願い申し上げます。

　2022年６月は以下の方からご寄附をいただきました。ご協力に厚くお礼申しあげます。ご寄附の

累計額は、アジア基金が200件7,017,600円、大学基金が217件12,537,306円となりました。

　（大学等証券アナリスト教育推進基金）

　塩　賢一　様

お問合せ先　　経理部長（電話03-3666-1630）

鵜飼博史氏 山脇貴史氏 中空麻奈氏

   「ご寄附のお願い」はこちらから

https://www.saa.or.jp/about/saaj/contribution/index.html
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▲

�ACIIA理事会・年次総会が開催されました
　ACIIA（国際公認投資アナリスト協会、スイス法人）の理事会・年次総会が６月24日（金）にビデ

オ会議により開催されました。各国・地域でのCIIA受験者増を図るため、CIIA試験の方向性などにつ

いて活発な議論が行われました。また、次期（2022年６月～ 2023年６月）理事７名（ヨーロッパ証

券アナリスト協会連合会、アルゼンチン、中国、フランス、ドイツ、日本、スイス）が承認されました。

ACIIA会長および副会長は、前原康宏当協会参与およびKlaus Beinke氏（ドイツ協会）が引き続き

2023年６月まで務める予定です。

　なお、６月20日（月）にはILPIP（International Learning Platform for Investment Professionals：

CIIA学習教材提供機関、スイス法人）の年次総会が同じくビデオ会議で開催され、ILPIPが作成する

CIIAのテキストおよび動画教材（いずれも英語）の改訂方針などについて討議が行われました。

▲

�第22回夏期SAAJセミナーの動画・講演要旨をウェブサイトに掲載し
ました

「インフレ・金融正常化の中での債券投資戦略」
①講演「世界はインフレと同時金融引締めで景気回復を維持できるのか？」
　講師：鵜飼博史氏（JPモルガン証券　経済調査部長　チーフエコノミスト）

②講演「グローバル債券市場見通し―迷走する金融政策と翻弄されるグローバル債券市場―」
　講師：山脇貴史氏（JPモルガン証券　市場調査本部　債券調査部長）

③講演「金融正常化局面におけるクレジット／ESG投資の今後の動向」
　講師： 中空麻奈氏　CMA、CIIA（BNPパリバ証券　グローバルマーケット統括本部　副会長　チー

フクレジットストラテジスト／チーフESGストラテジスト）

▲
�講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました

①＜産業研究会企画　中国シリーズ第３回＞
　「共産党大会に向けて高まるチャイナリスクと中国経済の見通し」（６月27日収録）

　講師： 柯隆氏（東京財団政策研究所　主席研究員、静岡県立大学　グローバル地域センター　特任

教授、多摩大学大学院　客員教授）

②「物価とは何か：「慢性デフレ」と「急性インフレ」の行方」（７月１日収録）

　講師：渡辺努氏（東京大学大学院　経済学研究科　経済学部教授）

③「ロシアによるウクライナ侵攻で揺れる欧州の政治・経済情勢」（７月13日開催）

　講師：伊藤さゆり氏（ニッセイ基礎研究所　経済研究部　研究理事）
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◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、下

記ボタンから視聴できます。

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①「開示規制違反に係る課徴金納付命令勧告事例等について」（６月15日収録）

　講師：野村昭文氏（証券取引等監視委員会事務局　開示検査課長）

②＜産業研究会企画　中国シリーズ第３回＞
　「共産党大会に向けて高まるチャイナリスクと中国経済の見通し」（６月27日収録）

　講師： 柯隆氏（東京財団政策研究所　主席研究員、静岡県立大学　グローバル地域センター　特任

教授、多摩大学大学院　客員教授）

③「物価とは何か：「慢性デフレ」と「急性インフレ」の行方」（７月１日収録）

　講師：渡辺努氏（東京大学大学院　経済学研究科　経済学部教授）

④「ロシアによるウクライナ侵攻で揺れる欧州の政治・経済情勢」（７月13日開催）

　講師：伊藤さゆり氏（ニッセイ基礎研究所　経済研究部　研究理事）

◆ 検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・法人賛助会員の役職員の方は、下記ボタンから無

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（７月１日）

　退　任　　舩　曵　真一郎　　一般社団法人　日本損害保険協会　前会長

　新　任　　白　川　儀　一　　一般社団法人　日本損害保険協会　会長

　退　任　　岩　本　秀　治　　一般社団法人　全国銀行協会　前副会長兼専務理事

　新　任　　辻　　　松　雄　　一般社団法人　全国銀行協会　副会長兼専務理事

   「動画」はこちらから

   「要旨」はこちらから

https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoSearch.do
https://www.saa.or.jp/dc/event/apps/seminar/SeminarSummaryShowList.do?goInput=&year=
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▲

�委員の異動
○セミナー企画委員（７月１日）

退　任　　　　市　川　元　久　　大和証券　CMA

就　任　　　　吉　田　亮　平　　大和証券　CMA

○産業研究会（６月15日）

退　任　　　　市　川　元　久　　大和証券　CMA

就　任　　　　吉　田　亮　平　　大和証券　CMA

○ディスクロージャー研究会（６月28日）

・専門部会

（個人投資家向け情報提供）

退　任　　　　大　西　耕　平　　三菱UFJモルガン･スタンレー証券　CMA

　〃　　　　　中　村　貴　司　　東海東京調査センター　CMA・CIIA

就　任　　　　池　田　恵　太　　三菱UFJモルガン･スタンレー証券　CMA

　〃　　　　　澤　田　遼太郎　　東海東京調査センター　CMA
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▲

�会員の異動
○新入会者（2022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

　　　法 人 賛 助 会 員

○退会・会員資格喪失（2022年６月中、五十音順）

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 川森　幸三 田中　克幸 橋上　徹 前田　和馬
杉本　智宏 難波　耕太 福井　荘一

○会員状況（2022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

27,985 （27,916） （69） 195 149 （122） （27） 28,329

伊藤　弘基 野村證券株式会社
牛島　貴 東京海上日動火災保険株式会社
風間　美穂
門倉　秀樹 サヴィルズインベストメントマネジ

メント
崖　克徳 SMBC 日興証券株式会社
小屋　駿平 大和証券株式会社
斎藤　航 株式会社大和総研
坂井田　美樹 Daiwa Capital Markets Europe Ltd
澤田　尚貴 アクセンチュア株式会社
清水　万理子 損害保険ジャパン株式会社
城山　健吾 大和証券株式会社
武田　竜太 楽天投信投資顧問株式会社

立石　瑠海 大和証券株式会社
丹治　涼 株式会社三菱 UFJ 銀行
林　浩樹 アリアンツ・グローバル・インベス

ターズ・ジャパン
藤岡　健祐
前田　啓佑 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

株式会社
松尾　邦明 三井住友海上火災保険株式会社
松田　宗樹 みずほ証券株式会社
本橋　歩夢 デロイト トーマツ ファイナンシャル

アドバイザリー合同会社
山口　滉平
若林　貴文 PwC アドバイザリー合同会社

株式会社ベルテクス・パートナーズ
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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電子ブック閲覧、論文ダウンロード、多機能型検索システム利用（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


