
会場：　横浜メディア・ビジネスセンター６階　研修室 住所：　横浜市中区太田町２－２３
定員：　60名（定員になり次第締め切ります）　　　　　　　　　　　　　　 会費：　無料

◎受講をお申込みの方は、ご希望の研修の右端の欄に○印をご記入いただき、メールまたはＦＡＸでご連絡ください。

項目 単位 講師 受講希望

会場：　横浜メディア・ビジネスセンター６階　研修室 住所：　横浜市中区太田町２－２３

定員：　80名（定員になり次第締め切ります）　　　　　　　　　　　　　　 会費：　無料

項目 単位 講師 受講希望

飯田 直矢 氏

（公認会計士）

（研修登録番号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏　　　　名）

　　　　【お願い】　お申込みいただいて、万が一ご都合がつかなくなった場合は、お手数ではございますが、

　　　　　　　　　　神奈川県会までご連絡下さいますようお願いいたします。

1/25（木） 必須

不正

事例

研究

【DVD研修会】  ※東京会H29.10.31開催

2

大森　一幸 氏

（公認会計士）

19:45～21:45 不正会計事例研修

加藤　俊直 氏

（ＩＴ委員会情報セキュリ

ティ等対応専門委員会専

門委員長）

大森　一幸 氏

（公認会計士）

1/25（木）

必須

倫理

【DVD研修会】  ※本部H29.2.10開催

2

加藤　俊直 氏

（ＩＴ委員会情報セキュリ

ティ等対応専門委員会専

門委員長）
18:00～19:40 公認会計士業務における情報セキュリティ

2
不正会計事例研修

研修日 必須

13:30～16:00 医療法人制度・会計の概要と医療法人監査に向けての留意事項等

必須

監査

【講師】
3

公認会計士業務における情報セキュリティ

【DVD研修会】  ※本部H29.2.10開催

13:00～14:40

1/25（木） 必須

不正

事例

研究
15:00～17:00

【DVD研修会】  ※東京会H29.10.31開催

神奈川県会研修会

【神奈川県会主催】平成30年1月のＤＶＤ研修会開催予定のご案内

必須

必須

倫理

1/25（木）

1/26(金）

ＤＶＤ研修会

2

研修日



会場：　横浜メディア・ビジネスセンター６階　研修室 住所：　横浜市中区太田町２－２３
定員：　60名（定員になり次第締め切ります）　　　　　　　　　　　　　　 会費：　無料

◎受講をお申込みの方は、ご希望の研修の右端の欄に○印をご記入いただき、メールまたはＦＡＸでご連絡ください。

項目 単位 講師 受講希望

（研修登録番号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏　　　　名）

　　　　【お願い】　お申込みいただいて、万が一ご都合がつかなくなった場合は、お手数ではございますが、

　　　　　　　　　　神奈川県会までご連絡下さいますようお願いいたします。

2/5（月）

必須

監査

【DVD研修会】  ※本部H29.2.22開催

2

西田　友洋 氏

（中小事務所等施策調査

会監査専門部会専門委

員）
15:00～16:50

リフレッシュセミナー（監査編）

　「その他監査業務実施上注意すべき個別テーマ」

2/5（月）

必須

監査

【DVD研修会】  ※本部H29.2.21開催

2

齋藤　哲 氏

（中小事務所等施策調査

会監査専門部会副専門部

会長）
13:00～14:40

リフレッシュセミナー（監査編）

　「会計上の見積り」

2/22（木）

必須

監査

【DVD研修会】  ※本部H29.2.22開催

2

西田　友洋 氏

（中小事務所等施策調査

会監査専門部会専門委

員）
19:45～21:35

リフレッシュセミナー（監査編）

　「その他監査業務実施上注意すべき個別テーマ」

齋藤　哲 氏

（中小事務所等施策調査

会監査専門部会副専門部

会長）

西田　友洋 氏

（中小事務所等施策調査

会監査専門部会専門委

員）

2/22（木）

必須

監査

【DVD研修会】  ※本部H29.2.21開催

2

齋藤　哲 氏

（中小事務所等施策調査

会監査専門部会副専門部

会長）
18:00～19:40

リフレッシュセミナー（監査編）

　「会計上の見積り」

2リフレッシュセミナー（監査編）

　「その他監査業務実施上注意すべき個別テーマ」

リフレッシュセミナー（監査編）

　「会計上の見積り」

【DVD研修会】  ※本部H29.2.21開催

13:00～14:40

2/22（木）

必須

監査15:00～16:50

【DVD研修会】  ※本部H29.2.22開催

【神奈川県会主催】平成30年2月のＤＶＤ研修会開催予定のご案内

必須

必須

監査

2/22（木）

ＤＶＤ研修会

2

研修日



会場：　横浜メディア・ビジネスセンター６階　研修室　　　　　　　　住所：　横浜市中区太田町２－２３
定員：　60名（定員になり次第締め切ります）　　　　　　　　　　　　　会費：　無料

◎受講をお申込みの方は、ご希望の研修の右端の欄に○印をご記入いただき、メールまたはＦＡＸでご連絡ください。

項目 単位 講師 受講希望

深代 勝美 氏

（公認会計士）

吉見 宏 氏

（北海道大学副学長・教授）

竹内 勝利 氏

（公認会計士、公認情報システム監査人）

小林 幸夫 氏

（税理士）

加藤 俊直 氏

（IT委員会情報セキュリティ等対応専門委員会専

門委員長）

菊地 哲 氏

（非営利法人委員会 副委員長、非営利業務支援

専門部会 医療法人分科会長）

藤沼 亜起 氏

（公認会計士社外役員ネットワーク代表幹事、元

日本公認会計士協会会長、元国際会計士連盟会

長）

梶野 研二 氏

（租税相談員）

梶野 研二 氏

（租税相談員）

（研修登録番号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏　　　　名）

　　　　【お願い】　お申込みいただいて、万が一ご都合がつかなくなった場合は、お手数ではございますが、

　　　　　　　　　　神奈川県会までご連絡下さいますようお願いいたします。

19:00～20:40 必須

税務

必須

監査

必須

監査

必須

倫理

必須

税務

必須

不正

事例

研究

13:00～14:40

3/26（月）
15:00～16:40

3/26（月）
17:00～18:40

3/26（月）

15:00～16:40

3/23（金）
17:00～18:40

3/23（金）
19:00～20:40

3/26（月）

17:00～18:40

3/22（木）
19:00～20:40

3/23（金）
13:00～14:40

3/23（金）

2

【DVD研修会】  ※本部H29.2.10開催

公認会計士業務における情報セキュリティ

【DVD研修会】  ※本部H29.8.17開催

医療法人・地域医療連携推進法人の会計及び監

査について

2

2

2

2

【DVD研修会】  ※本部H29.7.24開催

2

2

2
必須

税務

「社外監査役と社外取締役に期待される役割りと

課題」～公認会計士がコーポレート・ガバナンス改

革の主要な担い手となるために～

【DVD研修会】  ※本部H29.4.26開催

「取引相場のない株式の評価における留意点～特

定の評価会社の株式（財産評価基本通達

189）を中心に～」（前半）

3
13:00～16:00

【DVD研修会】  ※本部H29.8.25開催

2

2

2

2

【DVD研修会】  ※本部H29.2.8開催
諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の理解

【DVD研修会】  ※本部H29.8.22開催

【DVD研修会】  ※本部H29.4.26開催

「取引相場のない株式の評価における留意点～特

定の評価会社の株式（財産評価基本通達

189）を中心に～」（後半）

3/5（月） 必須

税務

【DVD研修会】  ※東京会H29.12.1開催

監査人のためのＩＴ研修会「ＩＴリスク評価－Ｉ

Ｔ委員会実務指針第６号の基礎的な内容及び

ＩＴ関連トピックのアップデート」

【DVD研修会】  ※本部29.8.24開催

資産税の最新実務

経営研究調査会研修 不正事例研究（役員等の

横領行為）（後半）

必須

倫理

3/22（木）
13:00～14:40

3/22（木）

【DVD研修会】  ※本部H29.8.2開催

必須

監査

企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関す

る会計基準（案）」等に関する解説（前半）

【DVD研修会】  ※本部29.8.24開催

企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関す

る会計基準（案）」等に関する解説（後半）

15:00～16:40

必須

不正

事例

研究

【神奈川県会主催】平成30年３月の研修会の開催予定のご案内

ＤＶＤ研修会

3/22（木）

研修日 必須

中條 恵美 氏（公認会計士、会計制度委員会

ASBJ対応専門委員会 専門委員）

鈴木 理加 氏（公認会計士、会計制度委員会

ASBJ対応専門委員会 専門委員）

辻野 幸子 氏（公認会計士、会計制度委員会

ASBJ対応専門委員会 専門委員）

古内 和明 氏（公認会計士、会計制度委員会

ASBJ対応専門委員会 専門委員）

松澤 公貴 氏（経営研究調査会 不正調査専門部

会 専門部会長 ）

駒井 昌宏 氏（経営研究調査会 不正調査専門部

会 副専門部会長）

坂上 信一郎 氏（経営研究調査会 不正調査専門

部会 専門委員）

木内 敬 氏（経営研究調査会 不正調査専門部会

オブザーバー）

垰 尚義 氏（経営研究調査会 不正調査専門部会

オブザーバー）

会計

会計

誤りやすい印紙税実務のポイント

【DVD研修会】  ※本部H29.8.25開催

経営研究調査会研修 不正事例研究（役員等の

横領行為）（前半）



【連絡先】
神奈川県会事務局 〒231-0011 横浜市中区太田町2-23　横浜ﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ ６Ｆ

メールアドレス kanagawa@sec.jicpa.or.jp 

FAX 　　045-681-7152
                    TEL 　　045-681-7151

ＨＰ 　　http://www.jicpa-kanagawa.jp/

　　「関内駅」　北口　徒歩７分

　　「関内駅」　１番出口　徒歩５分

　　「馬車道駅」　７番出口　徒歩５分　●　みなとみらい線

＜会場案内図＞

＜交通アクセス＞

  ●　JR

　●　横浜市営地下鉄

mailto:kanagawa@sec.jicpa.or.jp

