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ＮＦＳ修了後のネットワーキングは
ファイナンス稲門会で！
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◆ファイナンス稲門会の会員ってどんな人たち？

早稲田を出た方なら誰でも入れます！ 現在、総会員数の半分以上がNFSの卒業生・在学生です。

◆ファイナンス稲門会って何をやっているの？

年間80以上のセミナー・イベントを配信しています。

ファイナンス稲門会主催イベントのほか、早稲田大学ファイナンス研究センター、

資本市場研究会によるセミナーのご案内、他稲門会、早稲田大学主催、
早稲田大学校友会主催など、多種多様なイベントをご案内しています。

資本市場研究会との提携により、岩田規久男 現日銀副総裁、浜矩子 同志社大学教授、

上村達男早稲田大学教授など著名な経済学者、エコノミストを迎えて年間15回の講演会

をご案内しています。

早稲田大学ファイナンス研究センター、ビジネスアカデミーからは野口悠紀雄先生の講義
を始め、卒業してからも早稲田の英知に触れる機会を提供します。

その数は2013年には20回に及びました。

また、ファイナンス稲門会は

ファイナンス研究科に英語講座 『Capital Markets & Institutions：A Global View』
を提供しています！

バラエティに富んだテーマで、英語で行われるこの講座の講師陣は全員がネイティブスピー
カーまたは相応の英語力を持った現役のビジネスマン。そこには、ファイナンス稲門会の豊
富な人脈と組織力が結集されています。

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ ａｎｄ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ: A Global View 2013

No. Date Theme Name Supported by:

1 4/10 The Eurozone Debt Crisis: 2013 Could be a Watershed year Dr.Rene Duignan European Union, Economist

2 4/17 Global Market Perspective First Quarter 2013 Jon Tanaka Angelo, Gordon International LLC

3 4/24 Macro View on World Financial Markets Clinton Watkins BlackRock

4 5/8 Tailwind after the Headwind: The Japanese Financial Sector Hironari Nozaki Citigroup Global markets Japan Inc. 

5 5/15 Capital Value and B sheet management Ryohei Yanagi Eisai Co., Ltd.

6 5/22 Competing in Emerging Markets Ashok Roy JED Ltd．

7 5/29 Venture Capital Investment, its Trends & Operations Toyokazu Terada TiE Japan Chapter

8 6/5 Equities Research at Asset Management Company Hiromitsu Agata United Managers Japan

9 6/12 Introduction to Investor Relations Yasunari Saku UBS Japan

10 6/19 Presentation

11 6/26 Effective support to Management And a new role of CFO Masahiko Kon Sumitomo 3M Ltd.

12 7/3 Japan Economics After the Abenomics Hajime Kitano MorganStanley MUFG

13 7/10 EEMEA Strategy; Buy Russia – 7 reasons why valuation discount will narrow Tamerlan Abdikeev Invero Advisors

14 7/17 Is Abenomics for real? Kathy Matsui Goldman Sachs

15 7/24 Mergers and Acquisitions the Japanese Way Steven Thomas UBS Securities Japan
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月 ファイナンス 稲門会の活動（2 013年度)

ＴＯＥＩＣ合宿(4回）

新年会

アントレプレナースクール

ＴＯＥＩＣ合宿(4回）

一橋上智合同交流会

総会（＋記念講演会）

ＴＯＥＩＣ合宿(5回）

アントレプレナースクール

4月 Capital Markets & Institutions (3回）

5月 Capital Markets & Institutions (4回)

Capital Markets & Institutions (4回)

第12回ゴルフコンペ

Capital Markets & Institutions (4回)

新入会員ウェルカムパーティー

8月 ファイナンスフォーラム

名刺交換会

稲門アカデミー(勉強会）

1０月 運営委員との昼食会

校友会ゴルフコンペ

第１３回ゴルフコンペ

運営委員との昼食会

１２月 運営委員・WG懇親会

1月

2月

3月

6月

7月

11月

9月



◆今年度イベント開催実績◆

【１月２３日 新年会】

【２月１９日 第１１回 総会ならびに交流会】

【３月１日 若手交流会～Spring Party】

既に2組の寿が生まれた実績を誇る、
婚活イベントです！
今年は芝公園の“Le Pain Quotidien”
にて開催。
50名が参加して、まだまだ寒い春の宵を
熱く盛り上げました。

【３月４日 東大・東工大・一橋・上智・早稲田合同交流会】

一橋大学如水会館に、5つの大学の校友が集いました。その数１５０名余り！

【３月７日 第１９回 稲門アカデミー】

気鋭の社会教育学者・本田由紀先生（東京大学教授）による
エネルギッシュな勉強会！質疑応答も白熱しました。

【３月１９日 第２０回 稲門アカデミー】

公民連携 ＰＰＰをテーマに、日本唯一のＰＰＰ研究拠点「東洋大学ＰＰＰ研究センター」の藤木秀明氏を招いての勉強会を開催しました。

３３名が参加し、
着席式でゆったりとした交流会となりました！
運営委員からは、
高橋秀行氏（野村ホールディングス 参事）・
高野真氏（ピムコジャパンリミテッド 取締役社長）・
仲條亮子氏（google株式会社 執行役員）がご参加。

開催イベントについて

６６名が参加！ 今年は交流会の時間がいつもの２倍で、
中身の濃い交流が行われました。
13名の運営委員、現ファイナンス研究科長、歴代研究科長、
早稲田大学常任理事を交えての交流会は、
応援部による締めの校歌斉唱まで賑やかに続きました。

◆様々な交流イベントとナレッジシェアリングイベント◆
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ファイナンス稲門会はＮＦＳを始めとする早稲田大学OB･OGによる交流の活性化のために、

セミナー・交流会・勉強会など、様々なイベントを開催しています。

■企業の枠、業種の枠、出身大学の枠を越えた交流には！

毎年、１００人前後がＮＦＳキャンパスに集う名刺交換会
東大・東工大・一橋・上智ＯＢＯＧ組織との合同交流会
ファイナンス稲門会運営委員を交えてのゴルフコンペ
etc

■ホットなトピックから、一線で活躍する実務家の実体験、テレビで活躍するアナリストの分析まで、

幅広いナレッジを得たいなら！

多くの著名人を招いてのセミナーやパネルディスカッションを開催しています。
過去、お招きした講師は以下の方々です。菅野雅明氏、武者陵司氏、寺島実郎氏、伊藤洋一氏、大場昭義氏、岡田武史氏、奥島孝康氏、
勝間和代氏、堀江貴文氏、渋澤健氏、 水野温氏氏、etc

開催イベントについて
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◆イベント告知◆
今年もまだまだ多くのイベントを開催しますので、是非ともご参加下さい！

【7月16日 新入会員ウェルカムパーティー】

入会後１年以内の会員限定、参加費無料の歓迎パーティー。
去年は、WIRED CAFE NEWS 日本橋三井タワー店にて開催し、

３１名の新入会員が参加。
入会間もない会員の皆様が今後のいろいろなイベントに

参加しやすい雰囲気を持っていただくために企画されました。
９名の運営委員と１７名のワーキンググループ幹事、

そしてＮＦＳ現研究科長の岸田雅雄先生、
歴代研究科長の大村敬一先生、首藤惠先生が参加し、

新入会員との交流を深めました。

【5月25日 春のゴルフコンペ＠高坂カントリークラブ】
【11月15日 秋のゴルフコンペ】
毎回、数名の運営委員を含めた２０名前後が参加。
運営委員のご尽力によって、素晴らしい場所を確保して開催しています。

【9月10日 名刺交換会】
毎年１００名前後が参加。参加者のリストを配布する交流イベントです。
ファイナンス稲門会の運営委員やＮＦＳの先生方、
他稲門会やその他多くの非会員の方も参加する大規模な交流会です。

【8月または9月 ファイナンスフォーラム】
会員参加費無料の看板イベント！
著名人を招いて、
パネルディスカッションやセミナーを開催しています。
過去、お招きしたのは、
菅野雅明氏、武者陵司氏、伊藤洋一氏、

尾野功一氏、高田創氏、安達誠司氏、などなど。

以上のイベントは、近々お知らせを送ります。皆様のご参加をお待ちしています！



◆ファイナンス稲門会 運営委員から～ ファイナンス稲門会 川田憲治会長◆
【Ｑ１ .  血液型】 Ｏ型 【Ｑ２ .  星座】 牡羊座
【Ｑ３ . マイ・ブーム】
趣味が一に読書・二にゴルフ・三にドライブです。

特にドライブは大好きです。毎年、休暇を利用しロングドライブを楽しんでいます。
昨年は、山形県の立石寺（通称「山寺」から岩手県の中尊寺、福島県会津の「鶴ヶ城」へ回り込み、
帰路「大内宿」でネギそばを食べて帰宅しました。往復１２００キロの道のりでした。１～２時間で
休憩をとることにしていますので、その時途中の寄りこむ名所を捜しながら見知らぬ土地を散策
するのは楽しいものです。車はもちろんスポーツカーです。なんといっても車と運転手の一体感は、
どの車種よりも優れています。みなさんもお試しあれ！

【Ｑ４ . 社会人になってもっとも印象に残っている仕事を教えてください】
なんといっても「りそな再生」の責任者としての仕事が一番印象に残っています。そのテーマの

大きさからくる責任感、緊張感、経営者としてのターンアラウンドの手腕の発揮と自らの全ての
気力・知力・体力を出し切っているという感覚が、当時、体中に っていました。
今でもその感覚があります。時間がとれれば、ゆっくり「りそな再生物語」でも話をしましょうか！
講演料は高いですよ！

【Ｑ５ . もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
学習は一生続けるものだと若い時から自己啓発の信条にしています。

時間が十分とれれば、西洋哲学書を枕に論語との比較論をしてみたいですね。最も、枕が分厚いのでそのまま寝てしまうでしょうね！

漲
みなぎ

◆ファイナンス稲門会ワーキンググループから～ 工藤清美さん（ＮＦＳ２０１０年春入学）◆
【Ｑ１.  血液型】 Ｏ型 【Ｑ２ .  星座】 いて座
【Ｑ３ . マイ・ブーム】
いつかヨガを本格的にやりたいと思っています。将来のマイ・ブーム？

【Ｑ４ .  社会人になってもっとも印象に残っている仕事を教えてください】
独立系のファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）をやっているのですが、個人相談を受ける時は

いつも緊張をします。まったくの初対面の方から、かなりプライベートなご相談を受けることが多く、
その責任の重さをヒシヒシと感じています。特に同世代の女性からのご相談には、私自身、
つい、気持ちが入ってしまうことも…。離婚のご相談やご主人が亡くなられた後の生活ご相談など、
その多くは、女性のその後の生活がかなり厳しくなることが多く、慎重に進めなければなりません。
それでも、お話を聞きながら、少しでも良い方向に向くようにアドバイスをし、その方が
前向きな気持ちになってくれた時には、本当にうれしく思います。この仕事をやっていて良かった、
と思います。実は、社会人になって、かなり自分探しをしている時期がありました。
新卒後はあまり深く考えず、とりあえず大手企業の総合職として就職。そして、結婚、出産…。

家庭を持ってからは、なかなか思うような仕事ができず、ずっともがいている時期もありました。ＮＦＳに入学したのも、自分探しの一つだっ
たのかもしれません。そして、今、やっと一生続けていこうと思える仕事を見つけました。世の中にはいろんな方がいて、いろんな家庭があ
り、いろんな考え方があります。その一つ一つに触れながら、これからも、コツコツと対応していきたいと思っています。

【Ｑ５ もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
もし、学生に戻れるなら、会計士になりたいです。

◆ＮＦＳ教員から～ 岡野淳非常勤講師（ファイナンス稲門会副代表幹事）◆
【Ｑ１.  血液型】 血液型はA型です。両親も兄弟もA型なので、40年以上に渡ってAA型だと
信じてきましたが、子供がO型で実はAO型だった事が判明しました。
几帳面なA型だと思っていたのですがO型が混じっていたとは・・・

【Ｑ２ .  星座】 かに座です。実は6月22日生まれですが、どうも6月22日の早朝から
かに座に変わる様で、そう言う意味ではもしかしたらふたご座かもしれないと言う、微妙な感じです。

【Ｑ３ . マイ・ブーム】
特にマイブームがある訳ではありませんが、サッカーを始めて39年目。

いまだにフルコートのサッカーをしてます。もちろん大学時代（商学部の出身です）も体育会では
ありませんがサッカーのサークルでした。そのサークルはいまでも活動している様ですが、
どうもフットサルのサークルになっちゃったみたいで、ちょっと残念。

【Ｑ４ .  社会人になってもっとも印象に残っている仕事を教えてください】
信託銀行に長く勤めていましたが、最初の10年～15年位は不良債権処理でしたので、楽しい印象ではなく、中堅ゼネコンの破綻処理を

するかどうかを決断する時は大いに悩んだですかね。それと後半の方は、不動産ファイナンスや投資でしたが、今業界で使われている契
約書のモデルとなる様な契約書は自身で作った（もちろん弁護士と一緒にと言う意味ですが）と思っています。

【Ｑ５ . もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
ずーっと以前から言い続けていますが、日本にとって今後も大事な産業は、金融、観光、農業の3分野だと思っています。かつ「食」は楽

しいので、農業とか料理とか食に関係する事を勉強するのが良いですかね。

Ｑ1：血液型 Ｑ2：星座 Ｑ3：マイブーム
Ｑ4：社会人になって最も印象に残っている仕事は何ですか
Ｑ5：もし今時間が好きなだけ取れるとしたら何を勉強したいですか

ファイナンス稲門会会員の紹介
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ＮＦＳ卒業生から～ 松崎淳一さん◆
【Q1. 血液型】 O型です。 【Q2. 星座】 11月生まれのさそり座です。
【Q3. マイ・ブーム】 レコード収集です。

ファイナンス研究科に在学中には思うように時間が取れず、休止状態でした。
現在は在学中よりは時間が出来たので、再開しています。
【Q4. 社会人になって最も印象に残っている仕事を教えてください】

ファイナンス研究科での税法の講義がヒントとなり、新たな社内ルールを策定したことです。
新たなルールとは、債務者に対する「債務免除」についてです。債務免除は、交渉の有効な
カードですが、寄付金課税として課税されてしまうというリスクがあります。
債務免除に対して一定のルールを設け、寄付金課税されるリスクを最小化するストラクチャ
ーを考え出しました。 チーム編成から弁護士や税理士への相談までと苦労はありましたが、
ストラクチャーが完成した時の喜びは一入でした。

【Q5. もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
不動産についてですね。

特に川口先生の講義を再度受講し直したいです。怒られてしまいそうですが(笑） 落ち着いたら、またファイナンス研究科で
科目履修をしたいと考えています。

◆ＮＦＳ現役生から～ 牧野竜之さん (ファイナンス研究科２年)◆
【Ｑ１ .  血液型】 Ａ型 【Ｑ２ . 星座】 かに座
【Ｑ３ . マイ・ブーム】アンパンマンのキャラクターの似顔絵書き。

（尿酸値が気になる年頃なので）炭酸水をビールと偽装して飲むこと。

【Ｑ５ . もしも今、好きなだけ時間が取れるとしたら何を勉強したいですか？】
娘が二人いて、下の娘（2歳）はアンパンマンが大好きで、上の娘（4歳）はプリキュアが大好きです。もし好きなだけ時間が取れるなら、

二人と話を合わせるためにアンパンマンとプリキュアについて勉強したいです・・・いや、それをしないと、パパさん、娘たちから口をきいて
もらえなくなるかもしれないので時間が取れなくても勉強しなければと思っています。特にプリキュアは大変で、1年ごとに次のシリーズに

なるので新しいキャラクターの名前や必殺技等、キャッチアップを毎年しなければなりません。勉強にゴールはないということを痛感しまし
た。

ファイナンス稲門会会員の紹介

【Ｑ４ . 社会人になってもっとも印象に残っている仕事を教えてください】
香港出張に行った時の話です。香港に行くために成田空港に行き、チェックインカウンターでパスポート

を出 してチェックインをしようとしたところ、当日のどのフライトにも私の名前はないと。「それはおかしい、
ちゃんと調べてください」といって調べてもらったら、まさかの羽田発のフライト。ツイッターに「成田なう」と
ドヤ顔でつぶやいたのにフライトは「羽田 Now」・・・泣。カウンターの人に「今から1時間で羽田につけば
間に合うアルネ、大丈夫」と言われましたが、それ無理ですから。成田～羽田の距離感を見くびるなと。
最近、羽田空港にも国際線ができたことは聞いてはいましたが、体は“国際線＝成田”という既成概念から
抜け出せてなかったようで、無意識に成田エクスプレスに乗ってしまってました。
仕事は既成概念を打ち破らなければうまくいかないことを痛感しました。

以上、ファイナンス稲門会の運営を行っているメンバーのことを少しでも知ってもらおうと、５名の方々に自己紹介を行ってもらいました。
しかし、ファイナンス稲門会は他にも多くの方々に支えられて活動を行っています。
ファイナンス稲門会組織の運営とイベントの企画を行っているのは主に以下のような方々です

 各金融機関の役員クラスが集って結成されたファイナンス稲門会発起人集団を母体とし、その後、業界を跨いで、メンバーを拡
大してきた運営委員会

 一般会員からボランティア有志を募って、組織されており、実際の活動の企画運営を行う幹事会（ワーキンググループ）

 早稲田大学日本橋キャンパス内に部屋をお借りし、大学側と密な連携を取りながら、管理・調整業務を行う事務局

運営委員が総会により承認されるのに対し、幹事会はボランティアにより組織され、意思があれば誰でも参加でき誰でも企画を立案・実行
することができます。それによって、組織を柔軟に運営し常に新しいことにチャレンジし、 早稲田から社会に向けたイノベーションの発信基
地として益々発展していきたいと考えています。

ぜひ皆様の積極的なご参加をお待ちしております！

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS



ファイナンス稲門会を支えるメンバー一覧

運営委員と幹事

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

◆運営委員◆ ◆ワーキンググループ幹事◆

2014年3月14日現在

塩田　大吾 代表幹事 ブラックロック・ジャパン

荒木　成則 副代表幹事 ワークシフト・ソリューションズ

粟津　久乃 副代表幹事 リスクマネジメント・ラボラトリー

岡野　淳 副代表幹事 青山リアルティー・アドバイザーズ

柏崎　重人 副代表幹事 大和総研

後藤　恵美 副代表幹事 プライスウォーターハウスクーパース

中村　裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング

峯口　文治 副代表幹事 三井住友信託銀行

石塚　太郎

稲波　紀明 船井総合研究所

江黒　崇史 清和監査法人

岡田　嘉正 NFS'10卒業総代幹事 QUICK

河井　志帆 中央区議会議員

北原　譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

工藤　清美 ＦＰブラッサム

小松　真実 NFS'08卒業総代幹事 ミュージックセキュリティーズ

澤井　康生 NFS'08卒業総代幹事 東京新生法律事務所

篠田　潤一 NFS'12卒業総代幹事 共立メンテナンス

澁谷　太志

清水　正大 QUICK

白井　正巳 日本プロクシーガバナンス

角野　里奈 NFS'10卒業総代幹事 リクルートホールディングス

張　海峰 JT

出口　ゆう子 野村ホールディングス

寺山　和久 NFS'12卒業総代幹事 デューデリ・ソリューションズ

中出　一誠 ブランシエル

西内　幸士 西内公認会計士事務所

西田　宗生 スカイエリア

野尻　大輔 東京海上日動火災

橋本　英樹 NFS'11卒業総代幹事 QUICK

福田　和彦 グローバル・ネットワークス

波々伯部　綾 金融ファクシミリ新聞社

巻口　成憲 NFS'12卒業総代幹事 REISM

牧野　竜之 ＢＮＰパリバ証券

松崎　淳一 アトリウム債権回収サービス

松本　京子 ウエリントン・インターナショナル・マネージメント

三上　康子 日本トラスティ・サービス信託銀行

山口　徹志 ジブラルタ生命保険

山本　和史 日本コムジェスト

秋山　智史 富国生命保険 取締役会長

阿部　康行 住友商事 代表取締役専務執行役員

伊東　朋宏

大川　嘉一郎 早稲田大学総長室 参与

大室　康一 三井不動産 特別顧問

奥本　英一朗 大和総研 顧問

樫沢　利博 兼松 代表取締役会長

川田　憲治 富士通総研 常務理事

清田　瞭 東京証券取引所 代表取締役社長

倉重　英樹 シグマクシス 代表取締役会長

蔵元　康雄 フィデリティ・ジャパン・ホールディングス 取締役副会長

昆　政彦 住友スリーエム 代表取締役副社長執行役員

佐々木　順 三井住友信託銀行 常務執行役員

島田　昌幸 テレビ東京ホールディングス 代表取締役社長

清水　三省 神奈川銀行 取締役頭取

清水　喜彦 三井住友銀行 代表取締役副頭取

杉田　純 三優監査法人 統括代表社員

鈴木　修 東日本建設業保証 常務取締役

鈴木　久仁 あいおいニッセイ同和損害保険 代表取締役社長

高野　真 ピムコジャパンリミテッド 取締役社長

高橋　秀行 野村ホールディングス 参事

高橋　宏 経済倶楽部 理事

竹元　正美 国際文化教育協会 理事長

中澤　信雄 金融経済研究所 所長

仲條　亮子 google株式会社 執行役員

大和証券グループ本社 執行役副社長常務執行役員

大和証券 代表取締役副社長

萩原　忠幸 アヴァンティスタッフ 代表取締役社長

長谷川　留美子

廣渡　嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長

宮川　和雄 トラストオービー社 代表社員

三井住友信託銀行 取締役副会長

三井住友トラスト・ホールディングス 取締役

矢澤　洋一 日本インベスターリレーションズ学会 理事

柳　良平 エーザイ 執行役 Deputy CFO

和田　耕志 全国銀行協会 副会長・専務理事

中村　比呂志

向原　潔



ファイナンス稲門会の事務局
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ファイナンス稲門会には事務局があります！
従来の OB・OG会とは全く異なったレベルで大学側との共同歩調実現を目指すファイナンス稲門会は、事務局を早稲田大学日本橋キャ

ンパス内に設置しています。
また、事務局には常駐スタッフが複数名配置されています。

結果として、ボランティア団体であるものの、 実質的には早稲田大学日本橋キャンパスの組織の一部として機能しています。
これは、数ある稲門会でも稀です。
ファイナンス研究科と同じ、コレド日本橋に平日10：30－16：30、

早稲田大学学生のアルバイトと社会人スタッフがイベントの企画と運営に携わっています。
会についてのご質問など、いつでもお気軽にご連絡ください。

事務局所在地： 東京都中央区 日本橋1-4-1 
日本橋一丁目ビル （COREDO日本橋） 15階

Tel: 03-3272-6837
(電話でのお問い合せは平日10時半～16時半の間にお願いします)

E-mail： wfic@finance-tomonkai.com

ご入会はホームページから！お問い合わせはメール、電話、Fax、いつでもどうぞ！
お待ちしています！


