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親愛なるIFTA会員の皆様へ

私がこの記事を書いている
今、世界中で先進および新
興の市場が米中間の貿易戦
争の影響で困難に直面して
います。

一部の新興市場はこれに対抗し、さま
ざまな経済施策によって経済を飛躍さ
せようとしていますが、彼らの現地の
アセットクラスに対する世界的な需要
不足が、それぞれの市場のパフォーマ
ンスに重くのしかかっています。
このことが、新興市場の間にも業績の
格差をもたらしています。私は、それ
によってテクニカル分析のツール、方
法、アプローチの重要性がさらに増し
ていると確信しています。テクニカル
分析の主たる目的は、様々な市場パ
フォーマンスをランク付けして、市場
の優先度やランクに応じて投資の機会
を特定し、タイミングを見定めること
だからです。

I第32回IFTA年次大会(2019)の
最新情報 

皆様すでにご存じのように、次の大会
が間もなく、2019年10月5日~6日にエジ
プトのカイロで開催されます。大会の
前夜には、IFTA年次総会(AGM)と大会
のノンアルコール・カクテルパー
ティーが予定されています。大会は満
席で、すでに登録は締め切られまし
た。またIFTAへの派遣団のための夜の
イベントとして、10月5日(土)午後8時
からギザのピラミッドでの音と光の
ショーが開催されます。

今年の大会に関するすべての最新情報
は、https://ifta2019cairo.com/でご覧くだ
さい。

ホスト協会（ESTA）とともに、カイロ
での第32回IFTA年次大会で皆様にお会
いできることを楽しみにしています。

FTAAアジア太平洋サミット

Iこの機会に、7月に上海のバンド（外
灘）センターでアジア太平洋テクニカル
分析サミットを開催し成功させたFTAAを
祝福したいと思います。

私のところにも、同イベントやFTAAを
賞賛する多くのメールが届いていま
す。
中国のテクニカル分析コミュニティに
このような価値あるイベントを提供
し、セミナー中に今年のIFTA年次大会
のプロモーションにも協力くださった
私の同僚ジェフ・ワンとKC・チャン、
そしてFTAAの組織チームに感謝致しま
す。また、スピーカーや出席者の派遣
によってこのFTAAイベントをご支援く
ださったNTAA、MATA、AATI、TASN
の各協会に感謝します。IFTA姉妹協会
間のこのような素晴らしいコラボレー
ションは、テクニカル分析コミュニ
ティから高く評価されています。

Next Issue: December 2019 
Submission Deadline: November 15

Education Lounge articles: Send 
submissions to newsletter@ifta.org.

All other content: Send submissions to 
admin@ifta.org.

Advertise in the UPDATE and reach more 
than 7,000+ IFTA colleagues worldwide. 
For more information, go to  
www.ifta.org/publications/newsletter/.

IFTA 2019
Annual General Meeting
Friday, 4 October
(4:00 pm–5:30 pm)

Marriott Zamalek Hotel, Cairo, Egypt
All IFTA colleagues are encouraged and 
invited to attend. For further information, 
contact IFTA staff.
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会長レポートの続き

最後になりましたが、各地の最新情報 やニュースを
共有してくださった会員協会の皆様に感謝いたしま
す。情報・ 知識・経験の共有は、IFTAの精神的な 
存在理由であり、今後もそれは変わらないでしょ
う。

カイロでの第32回IFTA年次大会で皆様にお会いでき
ますように！

Best regards,

モハメッド・エル・サイード
CFTe MFTA 
IFTA会長

Member News
The Society of Technical Analysts  
(United Kingdom)
We are delighted to report that the Society of 
Technical Analysts (STA) has formed a collabora-
tion with ACI UK–the Financial Markets Association. 
There is a great deal of synergy between the two 
organisations, with our comprehensive education 
programme complementing their education events.  
This new relationship was cemented at a special 
signing ceremony at the STA summer party on 
Tuesday, July 9. We look forward to sharing details 
of joint events over the coming months.

The summer party also included our annual 
awards ceremony, where diploma certificates 
were presented to newly qualified MSTAs and our 
latest Bronwen Wood Memorial Prize winner, Akif 
Din. Congratulations to them and all new MSTAs 
around the world.

For the fifth year running, the STA had a team running in the JPMorgan Corporate Challenge—London’s most popu-
lar team fun run—raising funds for Cancer Research UK.  

We returned from the summer break with our annual dinner, with guests gathering at the National Liberal Club on 
Wednesday, September 18.  

On Wednesday, October 16, the CISI accredited Diploma Part 1 course will commence running its weekly evening 
classes. This will be followed by the Diploma Part 2 course in mid-January 2020. For those unable to attend the 
courses in London, the Home Study Course is available to download and can be viewed using PC, Mac, iPad, or 
Android machines.  For more information on the courses we offer, please see this ad or contact the STA office at 
info@sta-uk.org.

To keep up to date with the STA and its events, follow us on Twitter at @STA_ORG or like our Facebook page. 

Sue Attwood, president of ACI UK, and Tom Hicks, chairman of the STA, 
signing the Memorandum of Understanding
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