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全国のイベント・セミナー情報 

■【東京・月例研究会】 

 

過去履歴はこちら→ http://www.saaj.or.jp/kenkyu/getsurei.html 

回 日時 テーマ 講師  

第 177回 

月例研究会 

11月 21日(水) 

18:30～ 

SNSの利用とその危険性に

ついて 

日本アイ・ビー・エム(株)  

経営品質・情報セキュリティ推進室 

シニアセキュリティアナリスト 

守屋 英一様 

開
催
場
所
は
、
本
表
下
の
欄
外
の
と
お
り
で

す
。 

第 178回 

月例研究会 

12月 17日(月) 

18:30～ 

予兆型システムリスクに

挑む― 先進的なこれから

のシステムリスク管理、監

査を提案する ― 

ＮＰＯ法人 

日本システム監査人協会  

理事  遠藤 誠 様 

第 179回 

月例研究会 

1月 22日(火) 

18:30～ 

システム監査基準のＩＳＯ

化について（仮題） 

日本システム監査人協会 システム

監査基準研究会 

開催場所：東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 地下 2階ホール 

案内図 http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm 

（ご注意）昨年までと会場が変わっております。 

 

■【東京・ＣＳＡ（公認システム監査人）資格取得関係セミナー】 

「公認システム監査人特別認定講習」（現在開講中） 

システム監査技術者試験と関連性のある資格の所有者については、この講習を履修・修了することにより、 

システム監査技術者試験合格と同様の取り扱いにより、ＣＳＡ資格を取得する道が用意されています。 

詳細は下記ＵＲＬ参照 （ＳＡＡＪのホームページでもお知らせ中） 

http://www.saaj.or.jp/csa/tokuninannai.html（公認システム監査人特別認定講習の実施について） 

 

■【東京・事例研究会】 

「事例に学ぶ課題解決セミナー」 

実際の事故事例をもとに未然防止策のポイントを学びます。 

<日 時> 2012年１2月１日（土） １3：００～１７：００ 

<場 所> 晴海グランドホテル（予定） 

<費 用> 日本システム監査人協会会員 4,000円、  その他の方 6,000円 

<定 員> 18名（最小催行人員 12名） 

詳細は下記ＵＲＬ参照 （ＳＡＡＪのホームページでもお知らせ中） 

http://www.saaj.or.jp/kenkyu/kadaiseminar_8.html 

※ 会員サービス向上の一環として、今年度から会員会費を 2,000 円

から 1,000円に値下げしております。 

http://www.saaj.or.jp/kenkyu/getsurei.html
http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm
http://www.saaj.or.jp/csa/tokuninannai.html
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「システム監査実務セミナー」 

「システム監査人の実務能力の維持・向上」のためのセミナーです。 

今回ご案内するセミナーは、COSO-ERMモデルが提唱する、企業のリスク低減を図るためのシステム監査を目指

す、「システム監査実務セミナー」（4日間コース 1泊2日×2回）です。 

本セミナーは、当協会のシステム監査事例研究会で実施した、「システム監査サービス」の実際の監査事例を教

材として、ロールプレイを中心とした演習ベース のきわめて実践的なコースで、全社的リスクマネジメントの枠組み

（①経営戦略への貢献、②業務の有効性と効率性、③報告の信頼性、④関連法規の遵守）に ついてよりよく理解

し、経営に役立つシステムの実現に資するシステム監査の方策を理解・修得することを目標にしております。 

なお、本セミナーを受講した後、事後課題を提出頂き、その内容が適切であると判断された場合には、当協会が

認定する公認システム監査]人の認定に必要なシステム監査実務を1年間経験したものとみなされます。 

本セミナーは、ITコーディネータ協会の「専門知識研修コース」(5.5ポイント相当)に認定されています。 

<日 時> 2013年 2月 2日（土）～ 3日 

2013年 2月 9日（土）～10日（1泊 2日×2） 

<場 所> 晴海グランドホテル 

中央区晴海 3-8-1  TEL：03-3533-7111 

<費 用> 日本システム監査人協会会員 168,000円、  その他の方 189,000円 

<定 員> 20名（最小催行人員 10名） 

詳細は下記ＵＲＬ参照 （ＳＡＡＪのホームページでもお知らせ中） 

http://www.saaj.or.jp/kenkyu/jitsumuseminar21.html 

 

■【大阪・近畿支部主催セミナー】 

「第１３７回定例研究会 兼 ＩＳＡＣＡ大阪支部１２月度特別講演会」 

<日 時> 2012年１2月１5日（土） １5：００～１７：００ 

<場 所> 常翔学園 大阪センター ３０２教室 http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html 

大阪市北区梅田 3-4-5 毎日インテシオ 3Ｆ  TEL：06-6346-6367 

<内 容> 「最新サイバー攻撃の脅威とセキュリティ対策の考え方」 

<講 師> 富士通株式会社 クラウドビジネスサポート本部 情報セキュリティセンター長 兼 クラウドＣＥＲＴ室長 

奥原 雅之様 

<定 員> 90名（最小催行人員 12名） 

<費 用> 日本システム監査人協会会員/ＩＳＡＣＡ大阪支部会員 1,000円、  その他の方 3,000円 

詳細は下記ＵＲＬ参照 （ＳＡＡＪのホームページでもお知らせ中） 

http://www.saaj.or.jp/shibu/kinki/kenkyukai137.html 

 

 

 

 

 

http://www.saaj.or.jp/csa/tokuninannai.html
http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html
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■【札幌・北海道支部主催セミナー】 

「北海道支部 創立１０周年記念講演会」 

北海道支部は、2002年に創立し、おかげさまでこのほど創立 10周年を迎えることとなりました。これを記念しまして

記念講演会を開催致します。 

情報システムは社会の重要なインフラストラクチャとなっており、安全性・信頼性・効率性が求められています。こ

の情報システムに対するコントロールを適切に整備・運用するために、システム監査の重要性が高まっています。今

回の記念講演会では、情報システムに関連する各界の第一人者の方々からご講演をいただき、情報システムおよび

システム監査について考察、議論ができればと考えております。多数の方のご参加をお待ち致します。 

<日 時> 2012年１2月１5日（土）１3：3０～１７：3０、  

<場 所> かでる２．７（北海道立道民活動センター）10階 1030会議室 

札幌市中央区北１条西７丁目 http://homepage.kaderu27.or.jp/ 

<後 援> 経済産業省北海道経済産業局 

特定非営利活動法人 ＩＴコーディネータ協会 

<次 第> 13:30-13:45  開会挨拶 日本システム監査人協会 会長 沼野 伸生 

13:45-14:40  基調講演 株式会社 北の達人コーポレーション 代表取締役 木下 勝寿氏 

＊中小企業 IT経営力大賞 2012の IT経営実践認定企業に認定されました＊ 

14:40-15:35  特別講演 札幌大学経営学部教授 八鍬 幸信 氏 

～ 休憩 ～ 

15:45-16:35  活動報告「コンセントの向こう側 ～電気はどのように届くのか～」 

日本システム監査人協会 北海道支部 宮崎 雅年 氏 

16:35-17:25  講演と意見交換「システム監査/管理基準の ISO化推進状況」 

日本システム監査人協会 副会長 松枝 憲司 氏 

17:25-17:30  閉会挨拶 

<参加費> 無料 

<懇親会> 18:00～20:00 会場近辺にて、会費 5000円程度 

<定 員> 55名（定員に達し次第締め切ります。お早めにお申し込み下さい） 

<お問合せ> h1oodate@hokkaido-pc.ac.jp までメールご送付下さい 

<参加申込> 以下のフォームで h1oodate@hokkaido-pc.ac.jpまで送付下さい 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本システム監査人協会北海道支部 創立１０周年記念講演会 申し込み 

(1)氏名（必須）：  

(2)フリガナ（必須）：  

(3)所属： 

(4)メールアドレス（必須）：  

(5)懇親会参加の有無（必須）： 有／無 

(6)受講証の有無： 有 ／無  

(7)連絡先電話番号： 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＊ご記入いただいた個人情報は、当講演会のお申込みの確認や急な変更等発生時のご連絡にのみ

使用させていただきます。 

 

http://homepage.kaderu27.or.jp/
mailto:h1oodate@hokkaido-pc.ac.jp
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