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日本橋キャンパスから
日本の金融界へ活性化と貢献をめざして
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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【第3号特集内容】
 イベント告知およびレポート
 ファイナンス稲門会会員の紹介
1. 運営委員 阿部康行さん
2. NFS教授 首藤惠先生
3. ワーキンググループ幹事 橋本英樹さん
4. NFS卒業生 植木務さん
5. NFS在学生 真中克明さん
 ファイナンス稲門会を支えるメンバー
運営委員、ワーキンググループ一覧

HP ： www.finance-tomonkai.com

Facebook
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Twitter

： twitter.com/f_tomonkai

 10周年記念デジタル出版について

こんなイベントやります！
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第16回ゴルフコンペ
場所：高坂ゴルフクラブ
運営委員を含めて20名ほどで、春と秋の年2回、行われて
います。プレー後には打ち上げもあり、上位の方には豪華
景品が贈られます。

2014年11月 秋のゴルフコンペ

女子会企画 勉強会
2014年5月 新緑、五月晴れ、春のコンペ！

ファイナンス稲門会OGのネットワークを活用し、ビジ
ネス界の女性リーダーをお招きしたラウンドテーブル
形式の勉強会を開催する予定です。
キャリア人生における中長期なアクション計画を考え
る際の示唆となるような会を企画しています。

提携講座
担当講師：仲條亮子氏・荒木成則氏
ファイナンス稲門会の人脈を生かし、ファイナンス研究科へ
英語講座 『Capital Markets & Institutions：A Global View』を
提供しています。週替わりのオンデマンド方式で、ネイティ
ブまたは相応の英語力を備えた、現役のビジネスマンが講
師として、さまざまなテーマの講座を行います。

2015年前期までのイベントを
お知らせします。

運営委員を囲む昼食会
会員限定のイベントです。少人数で運営委員を囲み、
貴重なお話を聞きながら昼食をともにできる、他には
ない機会です。
2013年提携講座の様子

名刺交換会
毎年恒例、100名以上が参加する看板イベントです。
運営委員、NFSの先生方や他稲門会の方まで、幅広い
参加者層で、異業種間の交流も深まります。

4月21日佐々木順氏の昼食会

10月17日宮川和雄氏の昼食会

2014年9月10日

2013年9月11日

こんなイベントがありました

9月17日 稲門アカデミー勉強会
講師は、ブレインズテクノロジー代表取締役の濱中佐和子氏。
「ビッグデータがもたらす社会変革と可能性」をテーマに講演して
頂きました。オープンテクノロジーやウェアラブルデバイスなどの
最先端の事例をご紹介頂きました。
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2014年後期以降のイベントを
ご報告します。

10月18日 NFS業界交流情報会
現役生と卒業生の交流を図り、北海道八重洲店で行われました。
合計で33名が参加しました。
情報交換をはじめ、参加者同士、縦横のつながりを深めました。

11月15日 第15回ゴルフコンペ
高麗川カントリークラブにて行いました。
17名が参加し、大盛況のうちに終わりました。

1月23日 新年会
48名にご参加頂きました。
運営委員の寄贈本を景品とした福引や、
ジャズバンドによるジャズ演奏を行い、
アンジェロコート内は大盛況でした。

2月19日 総会および交流会
73名の参加でした。総会では運営委員の柳良平氏による
アベノミクスをテーマにした記念講演を行いました。
総会後には、名刺交換会を兼ねた交流会を開きました。
新入会員も多く参加し、親交を深めました。
会の締めは、副代表幹事の峯口氏のエール！圧巻でした！

ファイナンス稲門会を支える方々の声
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
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◆ファイナンス稲門会 運営委員から～ 阿部 康行さん◆
Q1. 血液型 B型 Q2. 星座 牡羊座
Q3.マイブーム
ライフワークに近いものにウクレレ演奏とその楽器集め。ウクレレのルーツ、ブラギーラを
大西洋の真珠と言われるマデイラ島で購入。また、兄弟楽器のカバキーニョをサンパウロ
で購入。ハワイの老舗メーカーの「カマカ」にイニシャル入りのウクレレを制作してもらった。
現在所有するウクレレ台数は20台以上。それぞれのウクレレの音色の違いを時間のある
限り楽しんでいる。
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。
初の駐在地Houstonでの最初の大型案件は、カリブ海セントクロイ島の機械設備の商談だった。若輩ながら商談を進め、すべてのアレン
ジを終え、後は、出張者の方々にお任せしてヒューストンに戻ろうとした所、客先の責任者から「今、帰ったら注文は出さない、午後3時から
格安になる素晴らしいゴルフ場を教えるから、そこでゴルフをして来い。」と言われた。ヒューストンの上司からは疑われながらも了解を取り、
言われるままにゴルフを楽しんだ。翌朝御礼の報告に行くと、「海で泳いで来い。」と言われた。さすがに上司からはあきれられたが、素晴
らしい海と魚を堪能した。再び御礼の報告に行った所、「今日はあなたのためのパーティーだ。明日帰れ。」と言われ、翌朝無事に注文の
約束をもらった事は、今でも忘れられない。美しい青い海は、昨日の事のように覚えている。
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？
趣味でウクレレ演奏をしているが、基礎から音楽そのものを学んでみたい。今まで習った事があるのは、幼い頃のピアノ演奏だけでギ
ターもウクレレも独学。タブ譜も独自に解読し今では当たり前のように見て弾いているが、教えてもらった事は無い。音楽学校に行き、コー
ド理論など含め基礎的な事から学び、世界中の音楽に関する文化、歴史にまで知識を深めて行きたい。

◆ＮＦＳ教員から～ 首藤 惠先生◆
Q1. 血液型 O型 Q2. 星座 みずがめ座
Q3. マイブーム
秘湯温泉めぐり。ひなびた温泉が好きで、かつては休みになるたびに北国や離島へ温泉付き小旅行に
行きました。最近は月並みなサービスやお料理が多くなったような気がしますし、今風の気取った造りの
旅館は疲れるだけ。このところ、山の中や海辺に知る人ぞ知る素朴な立ち寄り湯をみつけて、時間をみつ
けては精神と体のリセットに足しげく通っています。秘湯なので場所は内緒です。
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。
バーミンガム大学主催のコーポレート・ガバナンスに関する国際学会で報告し、はじめて最優勝論文賞を
とったことでしょうか。まったく予期していなかったので、すべての報告が終わって受賞発表が行われる直前
に大学付属の美術館でぶらぶら絵を見ていたら、審査員が探しにきてくれました。海外でも通用したのだと、
賞を受け取った時の感激は今も忘れられません。この時の経験が小さな自信となり、以後、海外の学会へ
の参加を心がけるようになりました。今も悪戦苦闘を続けています。
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？
語学です。日本語を含めて語学が苦手です。高校から大学にかけて第二、第三学国語としてドイツ語とフランス語を勉強しましたが、今
では情けないことに街や通りの名前がかろうじてわかる程度。英語は必要に迫られて使っていますが、いまだ上達には程遠いありさまで
す。スペイン語かイタリア語を一から勉強したら、少しはましな語学の使い手になるのではと夢想しています。音が聞き取りやすく発音もな
じみやすそうという、単純な理由ですけれど。「退職後は、外国人向けの観光ガイドに挑戦したい」と言ったら、友人に「他にできることがあ
るんじゃない」と軽くあしらわれました。

◆ファイナンス稲門会ワーキンググループから～ 橋本英樹さん◆
Q1. 血液型 A型
Q2. 星座 てんびん座
Q3. マイブーム
ジョギング。週末に家の近所の10キロの道を1時間くらいかけて走る鈍足ランナーです。
気分転換になりますし、ふっと新しい発想が浮かんできたりするので、マイペースで楽しんでいます。
いつか東京マラソンか横浜マラソンに出てみたいと思っていますが、これまで抽選に一度も当たった
ことがありません。
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。
当方はWeb関連の仕事をしています。10年近く前に自分がかかわったサービスが、今でもデザイン
等を変更しながら動いていたりします。多くの人に愛用されているのだと思うと、それが自分にとって
誇れることなのかなと思います。そのサービスの立ち上げは、当方にとってWebサイト構築の初仕事でした。Webの世界について全く知識
がなく、何をやっていいかよくわからない状況でした。でも「分からないことはできないと言って逃げるな。」と上司にしかられつつ、手探りで
提案書、仕様の検討や関連部署との調整をしました。ようやくサービス開始にこぎつけたときの達成感は今でも覚えています。今も新しい
サービスの立ち上げに向け、いろいろ模索中です。新しいチャレンジを続けていきます。
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？
英語です。まったく進歩がなく、いつまでたっても読んだり書いたり話せるようになる気がしません。今の自分の生活の中で、英語に触れ
る機会は全くありません。好きなだけ時間をとれるなら、英語圏の国に行って、どっぷり英語漬けの生活をしてみたいです。

ファイナンス稲門会を支える方々の声
◆ＮＦＳ卒業生から～ 植木 務さん◆
Q1. 血液型 B型
Q2. 星座 ふたご座
Q3. マイブーム
ジムでの筋トレと毎日10キロのランニング。引き続きラグビー部のコーチを体を張って、行うための体力維持ですね。

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。
JPモルガン投資銀行部時代に携わったソニーフィナンシャルホールディングスのグロー
バルIPO。生保を主体とした本邦金融持株会社が初めてグローバルオファリングを行った
案件。2007年当時既にマーケットでは、証券化商品のリスクが取りただされており、非常に
ボラタイルな市場環境の下、IPOを行うか取止めるかの難しい決断を迫られつつも、
ディールを成功させることができた。クライアントと投資銀行がベストの布陣とチームワーク
の賜物だったと思いますが、今考えても素晴らしいディールでした。案件自体もその年の
Deal of the Yearを受賞しました。
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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？
ファイナンス研究科を修了し、アメリカの大学院を含め二つの大学院を修了したので、勉強はもういいかなと。
むしろこれまで、できなかった仕事がしたいですね。例えば、日本国内には存在しないinnovativeな技術を持つ企業や産業を国内市場に持
ち込み、オープンプラットフォームとして提供できるような仕組み作りに協力したいですね。良く日本はものづくり立国などと言われています
が、実際には爆発的な経済成長を牽引するような技術はどこも持っていない。そういう意味では欧米のinnovationを国内に導入していく意
義は大きいのでは。

◆ＮＦＳ現役生から～ 真中 克明さん ◆
Q1. 血液型 O型
Q2. 星座 乙女座
Q3. マイブーム
仕事の参考に、アニメを見ることが多くなりました。近いところですと、「四月は君の嘘」や「一週間フレンズ」
などは感極まるシーンが多く、アニメになじみがなくても入りやすいとてもいいアニメでした。また、最近早稲田
大学卒業（在学？）の声優さんも多いと聞いて、驚きました。
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。
Q3と連なる話ですが、IRroidと言う上場企業に応援キャラクターをつける企画を行っています。
（http://ir-roid.com/）。最初企画を聞いたときも驚きましたが、実際に会社として企画が実現されることを聞いた
ときは、日本は未来にいるな、と衝撃を受けました（笑）。今は応援キャラクターを通じて企業と市場の魅力を一
人でも多くの方に伝えられるよう奮闘しています。
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？
QUICK ESG研究所に所属していることもあり、ESGに関心がありまして、特にガバナンスに関する勉強を深めた
いと考えています。特に近年は、スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの制定（直前）など
により、機関投資家と企業の関係や投資の流れ（インベストメントチェーン）に大きな変革が起きています。対話
（エンゲージメント）や環境、社会、ガバナンス（Environment & Social & Governance）を考慮することで、どのよう
に企業や投資が変わっていくのかを研究したいです。また、各企業にとって、どのような体制や制度が最適なの
か、明らかにしていきたいです。
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！

運営委員
日本を代表する企業のトップを務める早稲田大学出身の方々です。
錚々たる企業の要職にありながら、ファイナンス稲門会の活動にも精力的に参加して下さる、
素晴らしい先輩方です。運営委員の存在は、ファイナンス稲門会の大きな魅力のひとつです。
氏名

会社名

役職・所属

卒業学部

秋山 智史

富国生命保険

取締役会長

法学部

浅井 勇介

RGAリインシュランスカンパニー

日本最高経営責任者

政治経済学部

浅野 紀久男

明治安田生命保険相互会社

常務執行役

理工学部

阿部 康行

住友商事

代表取締役専務執行役員

理工学部

伊東 朋宏
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商学部

大川 嘉一郎

早稲田大学総長室

参与

商学部

大室 康一

三井不動産

顧問

政治経済学部

樫沢 利博

東銀リース

監査役

政治経済学部

川田 憲治

富士通総研

常務理事

商学部

川俣 喜昭

モルガンスタンレーMUFG証券

取締役会長

政治経済学部

木住野 福寿

株式会社Olympicグループ

取締役副社長

商学部

清田 瞭

東京証券取引所

代表取締役社長

政治経済学部

倉重 英樹

シグマクシス

代表取締役会長兼社長

政治経済学部

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

政治経済学部

昆 政彦

スリーエム ジャパン

代表取締役副社長執行役員

アジア太平洋研究科

三枝 稔

株式会社ブロードリンク

最高顧問

政治経済学部

川田会長 新年会にて

財団法人経済広報センター・メディアフォーラム 委員長
事業構想大学院大学

特別参与・客員教授

佐々木 順

三井住友信託銀行

常務執行役員

政治経済学部

島田 昌幸

テレビ東京ホールディングス

代表取締役社長

政治経済学部

清水 明彦

セブン&アイHLDGS

取締役・執行役員経理部シニアオフィサー

商学部

清水 三省

神奈川銀行

相談役

商学部

清水 喜彦

三井住友銀行

取締役副会長

商学部

眞保 智絵

野村ホールディングス

執行役員

法学部

野村信託銀行

執行役社長

杉田 純

三優監査法人

統括代表社員

商学研究科

鈴木 修

東日本建設業保証

常務取締役

政治経済学部

元みずほ銀行

常務執行役員

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

商学部

高野 真

アトミックスメディア

代表取締役CEO

理工学研究科

元ピムコジャパンリミテッド

取締役社長

高橋 秀行

ステート・ストリート信託銀行

取締役会長

政治経済学部

竹元 正美

国際文化教育協会

理事長

法学部

10周年記念の宴にて

元駐ウルグアイ大使
谷口 健太郎

ディーコープ株式会社

代表取締役社長

理工学研究科

中澤 信雄

金融経済研究所

所長

政治経済学部

仲條 亮子

google株式会社

執行役員

政治経済学部

中村 比呂志

大和証券グループ本社

執行役副社長常務執行役員

商学部

大和証券

代表取締役副社長

アヴァンティスタッフ

代表取締役社長

萩原 忠幸
長谷川 留美子

理工学部
法学部

廣渡 嘉秀

AGSコンサルティング

代表取締役社長

商学部

宮川 和雄

トラストオービー社

代表社員

法学部

向原 潔

三井住友信託銀行

取締役副会長

政治経済学部

三井住友トラスト・ホールディングス

取締役

矢澤 洋一

日経BP

参与・元監査役

柳 良平

エーザイ

執行役 Deputy CFO

商学部

柳良平運営委員
（エーザイ執行役CFO)
による総会記念講演

ワーキンググループ
氏名

役職

会社名

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

篠田 潤一

副代表幹事

共立メンテナンス

張 海峰

副代表幹事

JT

寺山 和久

副代表幹事

デューデリ・ソリューションズ

中村 裕紀

副代表幹事

FASコンサルティング

巻口 成憲

副代表幹事

REISM

峯口 文治

副代表幹事

三井住友信託銀行

山口 徹志

副代表幹事

ジブラルタ生命保険

阿部 多恵

副代表幹事

ファイナンス稲門会事務局長

石塚 太郎
市村 文佳

メットライフ生命保険

稲波 紀明

船井総合研究所

植木 務

アクサスアドバイザーズ株式会社

江黒 崇史

江黒公認会計士事務所

岡田 嘉正

NFS'10卒業総代幹事

LCR不動産投資顧問

片岡 明

日本経済研究所

片山 典之

シティユーワ法律事務所

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
NFS'08卒業総代幹事

近藤 雄一
澤井 康生

ミュージックセキュリティーズ
QUICK

NFS'08卒業総代幹事

海星法律事務所

NFS'13卒業総代幹事

QUICK

澁谷 太志
清水 正大
白井 正巳
角野 里奈

ファイナンス稲門会の実働部隊です。
月１回、事務局に集まって定例会議を開きます。
他稲門会に比べて圧倒的な数を誇るイベントの
全ては、ここから生まれます。
代表幹事副代表幹事を中心に、それぞれの担
当を持ち、企画運営を行っています。ワーキン
ググループは、会員であればどなたでも参加で
きます。

QUICK

岡田 恵美

小松 真実

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

塩田代表幹事

日本プロクシーガバナンス
NFS'10卒業総代幹事

出口 ゆう子

リクルートホールディングス
野村ホールディングス

鄧 紫薇
中出 一誠
西内 幸士

ブランシエル
NFS'07卒業総代幹事

西田 宗生

西内公認会計士事務所
スカイエリア

丹羽 悠木
野尻 大輔
橋本 英樹

東京海上日動火災
NFS'11卒業総代幹事

QUICK

橋本 義昭

芙蓉オートリース

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

牧野 竜之

ＢＮＰパリバ証券

松浦 弘樹

フィデリティ投信

松尾 洋孝

あずさ監査法人

松崎 淳一

サンアローズインベストメント

松本 京子

NFS'12卒業総代幹事

真中 克明
三上 康子

10周年記念の宴にて

ウエリントン・インターナショナル・マネージメント
QUICK

NFS'13卒業総代幹事

日本トラスティ・サービス信託銀行

南澤 秀俊

MFSインベストメント

山崎 めぐみ

新光投信

山本 和史

日本コムジェスト

総会交流会にて副代表幹事のご紹介

１０周年記念デジタル出版
ファイナンス稲門会設立10周年を記念し、2014年末に電子本を出版しました。
タイトル ： 『激動の10年を生き抜いた金融マン～早稲田マンが語るこの10年と今後』
Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

Amazon Kindleで発売中です。
ぜひこの機会にお読みください。
ご購入はこちらから

URL：http://urx2.nu/fXjD
こちらのQRコードからもアクセスできます

≪ご購入方法≫
Kindleをお持ちでない方も、購読が可能です
Amazonのアカウントをお持ちでない方は、予め
Amazonのサイトから登録してアカウントを取得します。
アカウント登録URLは
http://amzn.to/1Bi4A00
QRコードはこちら

タブレット端末をお持ちの方
①Kindleのアプリをダウンロードし、Amazonのアカウント
でログインを行う。
②上記のURLもしくはQRコードから購入ページに移動し、
ページ右上の「今すぐ買う」ボタンをクリックする。

タブレット端末をお持ちでない方
①KindleのPCアプリをAmazonのサイトより
ダウンロードし、Amazonのアカウントでログインを行う。
②上記のURLもしくはQRコードから購入ページに移動し、
ページ右上の「今すぐ買う」ボタンをクリックする。

Kindle無料アプリはこちらから

