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開催セミナー・講演会等一覧 

2021 年度 

（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで） 

（１）定例セミナー（4 回） 

第 21 回夏期 SAAJ セミナー【オンライン開催 LIVE 配信】 

テーマ 

開催日 

講 師 

ポスト・パンデミックを展望した債券投資戦略 

2021 年 7 月 8 日（木） 

ｾｯｼｮﾝ 1：討論 

グローバルな金融経済の動向と金利見通し: 米国を中心に 

上野 泰也  

（みずほ証券㈱ チーフマーケットエコノミスト） 

デバリエ いづみ  

（BofA 証券㈱ マネージング・ディレクター 主席エコノミスト） 

〈司会〉 長井 滋人 

（オックスフォード・エコノミクス 在日代表） 

ｾｯｼｮﾝ 2：対談 

時代のメガトレンドとクレジット投資家の課題（悩み） 

大関 洋 CMA 

（ニッセイアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長） 

大橋 英敏 CMA 

（みずほ証券㈱ シニアエグゼクティブ 兼 金融市場調査部 チーフ

クレジットストラテジスト） 

ｾｯｼｮﾝ 3：講演 

拡大する SDGs 投資の債券ベンチマーク 

－グローバル国債から社債まで－ 

債券ベンチマークを活用したサステナブル投資戦略 

売野 隆一  CMA  

（FTSE Japan Ltd. シニア・ディレクター リレーションシップ・ 

マネジメント責任者） 

気候対応ベンチマークとキャリー・ロールダウン戦略の統合  

菊川 匡 

（野村證券㈱ ストラクチャード・プロダクト部 マネージング・ディ

レクター クオンツ・インデックス・ストラテジー・ヘッド） 
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第 22 回 SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナー【オンライン開催 LIVE 配信】 

テーマ 

開催日 

講 師 

市場は機能しているか 

－パッシブ運用、ファクター投資と株式市場－ 

2021 年 9 月 10 日（金）  

ｾｯｼｮﾝ 1：パッシブ運用が市場と企業に与える影響 

〈報告者〉芹田  敏夫 

（青山学院大学経済学部教授） 

〈討論者〉 松原  稔  CMA  

  （りそなアセットマネジメント㈱ 執行役員責任投資部長） 

ｾｯｼｮﾝ 2：ファクター投資の有効性 

ファクター有効性に対するマクロとミクロの視点 

〈報告者〉石川  康  CMA 

（日興アセットマネジメント㈱ 株式運用部長） 

ファクター投資の考え方と実践 

〈報告者〉山田  徹  CMA 

（野村アセットマネジメント㈱ リサーチフェロー） 

〈討論者〉芹田  敏夫 

 （青山学院大学経済学部教授） 

 

第 28 回 SAAJ セミナー【オンライン開催 LIVE 配信】 

テーマ 

開催日 

講 師 

アフターコロナの投資戦略 

2022 年 1 月 25 日（火） 

ｾｯｼｮﾝ 1：2022 年の経済展望       

早川 英男 

（東京財団政策研究所 主席研究員） 

ｾｯｼｮﾝ 2：成長に資するカーボンプライシングの提案 

橋本 賢 

（㈱三菱総合研究所 サステナビリティ本部 脱炭素ソリューション

グループ 主席研究員） 

ｾｯｼｮﾝ 3：中長期的な株式市場の展望 

広木 隆  CMA 

（マネックス証券㈱ 専門役員 チーフ・ストラテジスト） 
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第 13 回 SAAJ 国際セミナー【疑似ライブ】 

テーマ 

開催日 

講 師 

2050年ネットゼロカーボン社会に向けた資産運用業のあり方 

2022 年 3 月 25 日（金） 

ｾｯｼｮﾝ1：サステナブルファイナンスと金融資本市場 

中島 淳一 

  （金融庁長官） 

ｾｯｼｮﾝ2: VTRﾒｯｾｰｼﾞ 

アン・リチャーズ 

  （フィデリティ・インターナショナル 最高経営責任者（CEO）） 

 サンドロ・ピエリ 

（BNPパリバ・アセットマネジメント 最高経営責任者（CEO）） 

 田代 桂子 

（㈱大和証券グループ本社 取締役兼執行役副社長） 

ｾｯｼｮﾝ3: パネルディスカッション 

2050年ネットゼロカーボン社会に向けた資産運用業のあり方 

〈ﾊﾟﾈﾘｽﾄ〉 渋澤 健 

  （シブサワ・アンド・カンパニー㈱ 代表取締役） 

  河合 若葉 CMA 

   （野村アセットマネジメント㈱ 責任投資調査部 シニアESG 

   スペシャリスト） 

〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉神津 多可思 CMA 

（公益社団法人日本証券アナリスト協会 専務理事） 

 

（２）東京で開催の講演会・研修会等（42 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

4/6（火） 

 マクロ経済予測を証券投資に活かす 

長井 滋人（オックスフォード・エコノミクス 在日代表） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

4/15（木） 

 

グローバル株式アウトルック 

－「アフターコロナ」を見据え、高値圏で推移する株式相場に死角は 

あるか－ 

壁谷 洋和 CMA（大和証券㈱ 投資情報部 チーフグローバル

ストラテジスト＜2022 年 3 月まで＞） 

5/12（水） 

 

クレジット市場概観 

－合理的バブルの終わり方とは－ 

中空 麻奈 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） 

5/14（金） 

 
バイデン米新政権と中東・石油情勢 

畑中  美樹（一般財団法人国際開発センター 研究顧問 

㈱インスペックス 特別顧問） 

5/20（木） 

 
バイデン政権による企業ガバナンス革命 

－プロローグとなる ESG 投資振興策－ 

鈴木  裕  CMA（㈱大和総研 政策調査部 主任研究員） 

5/27（木） 

 
新興国経済・市場の今後の動向 

堀江 正人  CMA（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱ 

調査部 主任研究員） 

6/3（木） 

 
コロナ後の世界経済と市場展望 

武者  陵司  CMA（㈱武者リサーチ  代表 ドイツ証券㈱  

アドバイザー） 

6/9（水） 

 
バイデン政権の経済政策と日本への影響 

安井  明彦（みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱  調査部 

 副部長 首席エコノミスト） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

6/21（月） 

 
なぜジョブ型が必要なのか 

－日本社会の現状から考える－ 

本田 由紀（東京大学大学院  教育学研究科  教授） 

6/25（金） 

 

 

中国経済の展望と米中対立の行方 

－グローバルサプライチェーンのあり方－ 

柯 隆（公益財団法人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） 

7/2（金） 

 

 

非伝統的データで探るコロナ経済危機の真因 

渡辺  努（東京大学大学院 経済学研究科 経済学部教授） 

7/6（火） 

 

 

ポストコロナの欧州経済 

－グリーン・リカバリーの行方－ 

伊藤 さゆり（㈱ニッセイ基礎研究所 経済研究部  研究理事） 

7/15（木） 

 

 

DX の加速はグリーン成長への道 

－中期経済予測（2020～2035 年度）を踏まえて－ 

小林  辰男（公益社団法人日本経済研究センター 主任研究員 

政策研究室長） 

7/20（火） 

 

 

総中流社会から格差社会へ 

－中流意識からみた日本社会－ 

神林 博史（東北学院大学 教養学部 教授） 

7/26（月） 

 

 

残価設定型住宅ローンと公的残価保証について 

大垣 尚司（青山学院大学法務研究科教授・金融技術研究所長 

一般社団法人移住・住みかえ支援機構代表理事） 

8/4（水） 

 

 

J-REIT 市場の現状と見通し 

鳥井 裕史 CMA（SMBC 日興証券㈱ 株式調査部 

シニアアナリスト） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

8/10（火） 

 

 

日本株投資戦略 

宮島 秀直（パルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ㈱ 

代表取締役） 

8/18（水） 

 

 

コロナ後の株式市場見通しと企業経営の課題 

菊地 正俊  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） 

8/26（木） 

 

 

不動産市場の動向と今後の見通し 

－新型コロナの影響を読み解く－ 

坂本 雅昭（㈱三井住友トラスト基礎研究所  投資調査第 2 部長

兼 研究主幹） 

9/1（水） 

 

 

ウィズコロナ・ポストコロナの日本経済 

亀田 制作（日本銀行 調査統計局長） 

9/21（火） 

 

 

国際商品市況の現状と展望 

－原油を中心に－ 

芥田 知至 CMA（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱  

調査部 主任研究員） 

10/12（火） 

研修会 

 

「報酬」及び「非保証業務」に関する IESBA（国際会計士倫理基準審議会）

倫理規程の改正について 

山田 雅弘（日本公認会計士協会 主任研究員） 

10/20（水） 

 

 

 

コロナ対策と日本経済の現状と展望 

小林  慶一郎（慶應義塾大学経済学部  教授） 

10/28（木） 

 

 

「明るいコロナ後」が望みにくい 2022 年の世界経済 

－デルタ登場でなし崩し的な経済開放へ向かう世界に対立再燃－ 

藻谷  俊介（㈱スフィンクス・インベストメント・リサーチ 

代表取締役  エコノミスト） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

11/9（火） 

 

 

世界経済が再開する下での 2022 年為替相場見通し 

佐々木  融  CMA（JP モルガン・チェース銀行 東京支店 

市場調査本部長  マネジング ディレクター） 

11/15（月） 

 

 

 

 

日本企業の経営者は変わったのか？ 

齋藤 卓爾（慶應義塾大学大学院  経営管理研究科 准教授） 

11/25（木） 

 

2022 年の世界経済の展望 

－米国の利上げ開始で世界景気は踊り場へ？－ 

白川 浩道（クレディ・スイス証券㈱ マネージング・ディレクター  

取締役兼副会長 経済調査本部長） 

12/10（金） 

 

 

2022 年の原油市場を占う 

藤 和彦（独立行政法人経済産業研究所 コンサルティングフェロー） 

12/16（木） 

 

 

 

新たな均衡点を探る世界経済と日米の金融政策正常化 

木内 登英（㈱野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト） 

1/12（水） 

 

 

 

内外経済動向と金利見通し 

森田 長太郎 CMA（SMBC 日興証券㈱ 金融経済調査部   

チーフ金利ストラテジスト） 

1/17（月） 

 

 

中銀ウォッチング 

－日銀・FRB 等の金融政策と市場動向－ 

加藤 出（東短リサーチ㈱ 代表取締役社長 兼 チーフエコノミスト） 

1/27（木） 

 

 

2022 年の日本株見通しと投資戦略 

阪上 亮太（JP モルガン証券㈱ 市場調査本部 株式戦略部長 

兼 チーフ株式ストラテジスト エグゼクティブ ディレクター） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

1/31（月） 

要旨配信 新時代の中国を取り巻く内外情勢 

呉 軍華（㈱日本総合研究所 上席理事 主席研究員） 

2/2（水） 

 

 

 

2022 年の為替相場展望 

－ポスト・コロナ資本主義と通貨価値－ 

高島 修 CMA/CIIA（シティグループ証券㈱  外国為替本部 

チーフ FX ストラテジスト）  

2/8（火） 

 

 

 

証券取引等監視委員会 中期活動方針（第 10 期）と活動状況 

－信頼され魅力ある資本市場のために－ 

加藤 さゆり（証券取引等監視委員会 委員） 

2/21（月） 

 

 

中東のパワーバランス再構築とエネルギー情勢 

田中 浩一郎（慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授） 

2/22（火） 

研修会 

 

「証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項（KAM）の好事例集」 

の解説 

－証券アナリストにとっての KAM の読み方・使い方－ 

熊谷  五郎 CMA（公益社団法人日本証券アナリスト協会 企業

会計部長） 

2/24（木） 

研修会 

 

監査の透明化 

－2021 年 3 月期の「監査上の主要な検討事項」（KAM）の記載状況を

振り返って－ 

小倉 加奈子（日本公認会計士協会  副会長） 

2/28（月） 

 

 

2022 年以降の内外株式為替相場見通し 

－2022 年は米株年央底・中国株年内押しの綱引き。財政単年度主義打破  

なら長期高－ 

木野内  栄治 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） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

3/3（木） 

 

 

2022 年度の内外経済・金融市場 

－資産運用に向けた環境を展望する－ 

高田 創 CMA（岡三証券㈱ グローバル・リサーチ・センター 

理事長 エグゼクティブエコノミスト） 

3/28（月） 

世界経済の展望 

 廣島 鉄也（日本銀行 国際局長）  

3/30（水） 
地銀のアライアンスの現状と課題 

－地銀のアライアンスの背景と評価のポイント－ 

内野  逸勢（㈱大和総研 金融調査部 主席研究員） 

（３）大阪で開催の講演会（１回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

2/25（金） 

紙上開催 
大阪シンポジウム  

関西経済の現状と展望 

－デジタル化・脱炭素化を展望して－ 

〈寄稿者〉 伊吹 英明（経済産業省 近畿経済産業局長） 

高口 博英 CMA（日本銀行理事 大阪支店長） 

小宮 敦史（財務省 近畿財務局長） 

〈質問者〉 若林 厚仁（㈱日本総合研究所 調査部 関西経済研究センター長） 
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（４）名古屋で開催の講演会（1回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

12/10（金） 

紙上開催 
名古屋シンポジウム 

東海地区の 2022 年の展開 

－デジタル化・脱炭素化を展望して－ 

〈寄稿者〉 齋藤  通雄（財務省 東海財務局長） 

田中  耕太郎（経済産業省 中部経済産業局長） 

林  新一郎（日本銀行 名古屋支店長） 

〈質問者〉：福田 要（中日新聞 経済部長） 

（５）産業研究会講演会（９回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

4/9（金） 

 カンボジア中銀デジタル通貨バコンの可能性と展望 

宮沢  和正（ソラミツ㈱ 代表取締役社長） 

4/23（金） 

 

食品産業の将来を担うフードテックの可能性と発展に向けた方向性 

佐野 啓介（㈱野村総合研究所 グローバルインフラコンサル

ティング部 上級コンサルタント・プリンシパル） 

新治 義久（㈱野村総合研究所 社会システムコンサルティング部 

副主任コンサルタント） 

6/15（火） 

 
ゲノム編集と食料安全保障 

山下 一仁（一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 

研究主幹） 

8/24（火） 

 
コーポレートガバナンス改革の展望  

－東証再編・CGC 改訂の先にあるもの－ 

山田 英司（㈱日本総合研究所 理事） 
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開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

9/16（木） 

 
コロナ禍におけるプライシング 

－ダイナミックプライシングによる価格の未来－ 

平田 英人（ダイナミックプラス㈱ 代表取締役社長） 

10/15（金） 

 
カーボン・プライシングをどう導入するか  

－経済成長との両立を目指して－ 

蜂屋 勝弘（㈱日本総合研究所 調査部 上席主任研究員）  

11/17（水） 

 
GPIF の「2020 年度 ESG 活動報告」のポイントと気候変動リスク・機会

分析について 

塩村 賢史 CMA（年金積立金管理運用独立行政法人 投資

戦略部次長 チーフストラテジスト 兼 市場運用部次長 ESG

チーム・ヘッド） 

12/21（火） 

 
ソフトとハードの分離がもたらす自動車産業構造変化 

前田 奏（㈱みずほ銀行 産業調査部 自動車・機械チーム  

調査役） 

3/9（水） 

 民間発行二層構造デジタル通貨 DCJPY(仮称)について 

時田 一広（㈱ディーカレット DCP 代表取締役社長） 

（６）PB セミナー・PB スクール・PB 補完セミナー（14 回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

4/22（木） 

 
PB 補完セミナー 

令和 3 年度税制改正のポイント 

－PB が知っておくべき論点と改正の方向性－ 

小谷野 幹雄 CMA（小谷野税理士法人 代表パートナー 

公認会計士・税理士） 



－12－ 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

5/21（金） 

 

PB 補完セミナー 

危機を乗り越える「ほんとうの事業承継」 

－新型コロナパンデミックで気付いた企業の強さと脆さ：レジリエンス 

（再生力）経営の視点－ 

西川 盛朗（日本ファミリービジネスアドバイザー協会（FBAA）

理事長 ヨコハマコンサルティング㈱ 代表取締役会長） 

6/18（金） 

 

 

PB 補完セミナー 

海外不動産投資と不動産小口投資 

－最新の富裕層投資トレンドと、その魅力に迫る－ 

【第一部】  

土田  尚吾（東急リバブル㈱ ウェルスアドバイザリー本部 

資産パートナー事業部 部長） 

【第二部】 

鈴木  健二（東急リバブル㈱ ウェルスアドバイザリー本部 

不動産特定共同事業 チームリーダー）  

7/16（金） 

 

 

PB 補完セミナー 

金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援 

－企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴走する－ 

坂本 忠弘（地域共創ネットワーク㈱ 代表取締役 

ヒューマンキャピタルバンク㈱ 代表取締役社長） 



－13－ 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

8/19（木） 

 
第 20 回 PB スクール【オンライン開催・ライブ配信】 

ウェルスマネジメントの法務・税務と投資政策書 

－ワンランク上のスキルを獲得するために－ 

ｾｯｼｮﾝ 1：ウェルスマネジメントの法務・税務① 

－資産の運用－ 

小山 浩（森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士） 

間所 光洋（森・濱田松本法律事務所 税理士） 

ｾｯｼｮﾝ 2：ウェルスマネジメントの法務・税務② 

－資産と事業の承継－ 

小山 浩（森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士） 

間所 光洋（森・濱田松本法律事務所 税理士） 

ｾｯｼｮﾝ 3：心に響く投資政策書に向けて 

－「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求－ 

大山 雅己（ジュピター・コンサルティング㈱ 代表取締役 

PB 資格試験委員会委員） 



－14－ 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

9/3（金） 

 
第 7 回シニア PB サロン（Web 交流会）【オンライン開催・ライブ配信】 

－シニア・プライベートバンカーの夕べ－ 

【第 1部】基調講演 

家計のリスク性金融資産保有の日米格差 

山口 勝業 CMA（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン㈱  

取締役会長 博士（経済学）日本ファイナンス学会理事 行動経

済学会顧問） 

【第 2部】パネルディスカッション 

日本の富裕層営業へのインプリケーション 

山口 勝業 CMA（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン㈱  

取締役会長  博士（経済学）日本ファイナンス学会理事 行動経

済学会顧問） 

持丸 秀樹（㈱りそな銀行  執行役員 PB 教育委員） 

山口 卓哉 CMA（野村證券㈱ プライベート・バンキング業務部長 

PB 教育委員） 

〈ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ〉 

     前原 康宏  CMA（公益社団法人日本証券アナリスト協会） 

【第 3部】シニア PB の意見交換会 

 

9/17（金） 

 

 

PB 補完セミナー 

世界のアート市場と税金 

－動産としての美術品。海外はどうしているのか－ 

【Part1】大胡 玄（オオゴアートアドバイザリー 代表） 

【Part2】船山 雅史（船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士） 

10/22（金） 

 

 

PB 補完セミナー 

行動ファイナンスと資産運用 

－意思決定上の歪みの源泉と改善策－ 

俊野 雅司 CMA（成蹊大学経営学部 教授 商学博士） 



－15－ 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

11/7（日）  

 
第 14 回 PB セミナー【講義+演習】【オンライン開催】 

コロナ禍の環境下でのコーヒーチェーン事業 

－オンラインでのプレゼンテーションを勝ち抜く－ 

北山 雅一 CMA（㈱キャピタル・アセット・プランニング 

代表取締役 公認会計士・税理士） 

米田 隆（㈱グローバル・リンク・アソシエイツ（GLA）代表取締役 

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員 

（研究院教授）） 

基調講演： 

永続化を可能とする 新たな事業承継アプローチ 

－なぜ従来の有形資産の承継だけに偏った事業承継対策では 上手くいかない

のか－ 

米田 隆（㈱グローバル・リンク・アソシエイツ（GLA）代表取締役 

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員 

（研究院教授）㈱青山ファミリーオフィスサービス 取締役） 

11/18（木） 

 
PB 補完セミナー 

地銀、構造不況からの脱出 

－脱銀行に向け銀行員の在り方も変わる－ 

高田 創 CMA（岡三証券㈱ グローバル・リサーチ・センター 

理事長 エグゼクティブエコノミスト） 

12/9（木） 

 

 

PB 補完セミナー 

事業承継 ADR 

－事業承継をめぐるトラブルを解決し、正確な企業価値評価による実行可能

な和解を提案する－ 

後藤 勝俊（虎ノ門後藤法律事務所 弁護士） 

1/21（金） 

 
PB 補完セミナー 

中小 M&A ガイドラインと中小 M&A 推進計画 

 －M&A による事業引継ぎ実現に向けた支援－ 

清水 至亮（静岡商工会議所 静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

統括責任者） 



－16－ 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

2/17（木） 

 
第 21 回 PB スクール【オンライン開催・オンデマンド配信】 

民事信託の活用と投資政策書 

－ワンランク上のスキルを獲得するために－ 

ｾｯｼｮﾝ 1：事業承継対策と民事信託の関わり方   

－事業承継に関わる信託活用法－ 

成田 一正（税理士法人おおたか 特別顧問 公認会計士・税理士・

行政書士） 

ｾｯｼｮﾝ 2：認知症対策を切り口としたロイヤルカスタマーへのアプローチ 

杉谷 範子（司法書士法人ソレイユ 代表 司法書士） 

ｾｯｼｮﾝ 3：採用される総合提案書(投資政策書)を目指す  

－陥りがちな失敗の回避とワンランク上のためのポイント解説－ 

押味 成広（Pision 合同会計事務所 税理士 PB 資格試験委員会

委員） 

3/18（金） 

 
PB 補完セミナー 

富裕層は海外を目指す そのとき税金は？  

－PB が知っておくべき国際税務の基礎知識－ 

永峰 潤（永峰・三島コンサルティング 代表パートナー 

公認会計士・税理士） 

（７）GIPS セミナー（１回） 

開催日 

会 場 

参加者 

テーマ・講 師 

11/11（木） 

 
2020 年版グローバル投資パフォーマンス基準 

－準拠をめぐる現状と実務上の課題－ 

桒原 洋（ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング合同

会社 代表 日本証券アナリスト協会投資パフォーマンス基準委

員会委員長 GIPS Technical Committee メンバー＜2021 年 8 月

まで＞） 



－17－ 

（８）地区交流会（5 回） 

九州地区・北海道地区共催交流会（1回） 

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師 

4/30（金） 

Web 勉強会 九州地区・北海道地区交流会共催勉強会 

家計金融資産と日米格差 

     山口 勝業 CMA  

 （イボットソン・アソシエイツ・ジャパン㈱ 取締役会長） 

 

北陸地区交流会（１回） 

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師 

6/11（金） 

ホテル金沢 

60 名 

 

北陸地区交流会 創設 10 周年記念講演会 

地域金融機関をめぐる環境の転換と進化 

 高田 創 CMA（岡三証券㈱ グローバル・リサーチ・センター  

 理事長 エグゼクティブエコノミスト） 

対談：ニューノーマル下での地域金融機関のあり方 

 杖村 修司 CMA（㈱北國銀行 取締役頭取（代表取締役）） 

＜聞き手＞ 

高田 創 CMA（岡三証券㈱ グローバル・リサーチ・センター  

理事長 エグゼクティブエコノミスト） 

 

全国会議（１回） 

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師 

8/20（金） 

Web 勉強会 SAAJ 主催地区交流会勉強会 

変化の兆しをみせる国内プライベートデット市場 

 阪根 吉行 CMA（トパーズ・キャピタル㈱ ディレクター） 

山田 真樹生 CMA（トパーズ・キャピタル㈱ 取締役） 

 



－18－ 

北海道地区交流会（１回） 

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師 

11/2（火） 

札幌 

グランドホテル 

61 名 

北海道地区交流会  創設 10 周年記念講演会 

地方創生と日本経済再生 

 冨山 和彦（㈱経営共創基盤（IGPI）グループ会長） 

 ㈱日本共創プラットフォーム（JPiX）代表取締役社長） 

 

関西地区・四国地区・北陸地区合同交流会（１回） 

開催日 

会場 

参加者 

テーマ・講 師 

12/5（日） 

Web 勉強会 関西地区・四国地区・北陸地区交流会合同勉強会  

アステナホールディングスが目指すサステナブルな社会 

 岩城 慶太郎（アステナホールディングス㈱ 代表取締役社長 

 CEO） 

 


