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ファイナンス稲門会10周年記念の宴

日時：平成26年9月10日18時開演
場所：日本工業倶楽部

参加人数：134名

参加団体：
英国稲門会、国会稲門会、中央稲門会、稲門女性ネットワーク、稲門政
経会、稲門法曹会、不動産稲門会、ベンチャー稲門会、早稲田大学校
友会、東京工業大学、東京大学、一橋大学

多くの方にご参加頂き、大盛況のなか10周年を迎えることができました。
ありがとうございました。

特別寄稿～掲載順～

川田憲治 ファイナンス稲門会会長、元りそなホールディングス社長
大塚宗春 早稲田大学商学部教授、早稲田大学常任理事
川口有一郎 早稲田大学ファイナンス研究科長
岸田雅雄 早稲田大学ファイナンス研究科 前研究科長
大村敬一 早稲田大学ファイナンス研究科 初代研究科長
秋山智史 富国生命保険相互会社 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
高野真 アトミックスメディア代表取締役CEO
鈴木修 東日本建設業保証常務取締役 元みずほ銀行常務
杉田純 三優監査法人 統括代表社員
宮川和雄 トラストオービー社 代表社員
竹元正美 国際文化教育協会理事長 元ウルグアイ大使
高橋秀行 ステート・ストリート信託銀行取締役会長 元野村證券専務
佐々木順 三井住友信託銀行常務執行役員
廣渡嘉秀 AGSコンサルティング代表取締役社長
矢澤洋一 日経BP 元監査役
川俣喜昭 モルガン・スタンレーMUFG証券 取締役会長



ファイナンス稲門会１０周年に寄せて

早稲田大学常任理事 大塚宗春商学部教授
より、ご祝辞をいただきました。

ファイナンス稲門会会長 川田憲治氏 ご挨拶

9月10日にファイナンス稲門会10周年記念の宴がつつがなく執り行われました。ご多用のところ早稲田大学からは常任理事の大塚教授、ファ

イナンス研究科からは初代研究科長の大村教授、前研究科長の岸田教授、そして現在の研究科長である川口教授にご参加いただきました。
また、国会稲門会の石田衆議院議員、亀岡衆議院議員をはじめ、日ごろ交流させていただいている稲門会の皆様にもご参加いただき激励の
ご祝辞をいただきこの紙面を借りまして重ねて御礼申し上げます。
ファイナンス稲門会が設立準備をしていた2003年は我が国の経済危機の底でした。この年の4月の日経平均株価は7,600円でした。1989年の
バブルのピークと言われている時の日経平均株価は38,915円でしたので、5分の1の水準です。そして「りそな銀行への公的資金の投入」があり

ました。結果論で、しかも後知恵ではありますが、これは日本の金融不安の払拭とデフレスパイラルの入り口からのターン・アラウンドのテコに
なりました。これにより日本の金融恐慌が回避されたわけです。
そして2008年9月15日のサブプライム・ローン問題とリーマンショックによる世界金融不安がありました。さらに2011年3月11日には東日本大震
災起こりました。この10年の経済変動は激動の時代でありました。ファイナンスは社会経済活動のインフラであり潤滑油であると私は考えてい

ますので運営委員・会員も金融機関にかたよることなく、あらゆる稲門の社会人を対象として幅広く参加をうながして参りました。今後も、老・
壮・青の稲門の社会人が早稲田大学の旗のもとに、にぎやかに集う場を提供したいと考えています。
おかげさまで会員数も1300名を超え順調に拡大しています。その活動はワーキング・グループを中心としてアクティブで内容の濃いものとなっ
てきました。今後10年を展望し、更に稲門会活動を充実させ、早稲田大学とファイナンス研究科の発展に貢献していきたいと考えていますので、
さらなる稲門の社会人のご参加をお願いします。

ファイナンス稲門会設立10周年記念式典のご開催，誠におめでとうございます。

ファイナンス稲門会は2004年にファイナンス研究科の発足と共に日本橋に設立されました。現在、私はファイナンス

研究科の代表を務めております。私どもの研究科の学生は、春と秋に卒業しますが、この秋の卒業生を含めまして、
この10年間に1303名の高度金融人材を輩出して参りました。その主要なメンバーが、ファイナンス稲門会の一員とし
て、早稲田ファイナンスの発展の一翼を担っております。

私どもの研究科の最近の活動につきましては、関連する学会のみならず一般のメディア等でも紹介されています。直
近では、例えば、日本経済新聞の記事にて本研究科の10年の歩みとその実績について取り上げられました。

今後の私どもの一つのミッションは、先日、東京都知事から公表されました、東京国際金融センター構想の一つ、グ
ローバルな高度金融人材を育成するプロジェクトへの貢献であります。私どものファイナンススクールの一つの目標
は、ニューヨークのNYU、およびロンドンのLSEに肩を並べられる、そんな「東京の早稲田ファイナンス」というポジション
をアジアの中で築くことにあります。
そのために、本研究科ではさまざまな変革を行う予定です。身近なところでは、まず、この9月入試から競争倍率を従
来の2倍に引き上げ、より優秀な社会人を集めることとしました。また、いずれは英語科目だけからなるファイナンス
コースあるいは実際に資金を預ってこれを運用する、そうしたコースも創設できれば、と考えております。
こうしたことを実現するためには、ファイナンス稲門会の皆様のお力をお借りしなければなりません。これまでの10年
間同様、これからの10年、20年と、皆様のお力添えを頂きながら、早稲田ファイナンスの名を世界に向けて発信して
いきたいと存じます。

最後になりましたが，ファイナンス稲門会の運営・活動にいろいろとご尽力された関係各位に，深く敬意を表しますとと
もに，本日の記念式典にご列席の皆様のますますのご発展を祈念いたしまして，私のご挨拶とさせていただきます。

早稲田大学商学学術院ファイナンス研究科
川口有一郎研究科長よりご祝辞をいただきました。
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ファイナンス稲門会１０周年に寄せて

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

各稲門会のみなさまにも、
多数ご出席いただきました。

中央稲門会
不動産稲門会
稲門政経会
稲門法曹会

稲門女性ネットワーク
英国稲門会
国会稲門会

ベンチャー稲門会

衆議院議員 石田真敏氏 衆議院議員 亀岡偉民氏

左から川田会長、稲門法曹会石田様、
同じく小島様、副代表幹事・阿部

各稲門会を代表して、国会稲門会の
石田様、亀岡様よりご祝辞をいただきました。

ファイナンス稲門会の皆様、この度は10周年記念の宴がこのように盛大に開催されましたことを心から
お祝い申し上げます。
この10年間はあっという間の出来事だったような気がします。様々な分野でご活躍の会員も毎年増えて
本当に嬉しく存じております。
ファイナンス研究科がこの10年間わが国で唯一のファイナンス専門の大学院として高い評価を得てまい
りましたのも、まったくもって皆様のおかげでございます。

これからもいままでと同様ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げますとともに、ファイナンス稲門会
が他の多くの稲門会と同様にこれからもこれまで以上に大きく発展していきますことを心からお祈りして
おります。

ファイナンス研究科教授 岸田 雅雄 氏

また、日頃から交流のある
他大学の方にもご参加いただきました。

一橋大学
東京工業大学
東京大学

～10周年を記念して、２つの稲門会旗を作成しました～



ファイナンス稲門会１０周年に寄せて

ファイナンス稲門会は2004年4月に開校予定となっていたファイナンス研究科よりも一足早い2013年7月に創設されました。

研究科の開設に時期を合わせて早稲田の市場関係者を集結させることはできないか、

それが私の考えでした。早稲田大学本部は単なる分校と考えているかもしれなかった

のですが、私の考えているものは、独立の小さな早稲田キャンパスであり、せっかく都

心のど真ん中にキャンパスを開設するのだから、卒業生とのシナジーが得られないも

のか、ということでした。それは、慶応出身者としてはごく自然な考えだったのです。

まだ準備室委員長で内閣府役人を兼務していた頃かあるいは開校の１年くらい前で

しょうか、高野さんとのお喋りから早稲田金融マンの組織化が現実化しました。まずは

大和総研の奥本さん(初代会長、故人)に会いに門前仲町に。役員室で話すや簡単に

初代会長を引き受けていただけました。包容力ある先輩でした。さらに、フィデリティ

投信副会長の蔵元さんとプレスセンターのバーで会いました。提案をされるとすぐに具体化する行動派で、さっそく同友会

副代表幹事の渡辺さんに会いにいくことになりました。ここまでは大和コネクションです。早速の調整でお会いした渡辺さん

も説得力と行動力ある人で快く協力を申し出ていただけました。

その後もたくさんの方に会いに行きました。三井住友銀行の宿澤さん(故人)に会ったときには、早稲田卒業生で活躍する

金融マンが少ないことをなぜかと質問したことで話が弾みました。奥本さんが根回しで設立委員が集まり、まずは三井不動

産の大室副社長の計らいで三井本館の会議室に集まり、十数人の方たちの間で設立準備会が始まりました。私は、研究

科設立と運営を助けて欲しくてファイナンス稲門会を設立しようとしたわけではかならずしもなかったのですが、その場は、

日本橋でのファイナンス研究科の立ち上げを大いに支援しようということで皆さんは盛り上がりました。

そして、その場で「ファイナンス稲門会」と命名されました。本学に問い合わせたら、すでに金融稲門会も証券稲門会もすで

に登録されているようでしたが、そういうことには関係なく、迷わず命名が決まりました。これまでの稲門会は学生時代に同

郷出身であるとか、サークルやクラブが一緒であったとか、すべて過去の出所を遡る集団ですが、この会は、金融資本市

場に関心のある早稲田出身者であればその目的に賛同して誰でも入会できる早稲田発のプロジェクト型同窓会なのだと皆

さんに訴えました。私と同じかそれ以上の年齢の卒業生が活発に議論しました。慶応の卒業生と同じだと思いました。

その後は、あっという間の充実ぶりでした。同行内のOBの入会が急増しました。三井住友銀行は体育会的で「宿澤さんに

勧誘されたら断れない」そんな具合でたくさんの入会がありました。住友信託常務の宮川さん、日生基礎研社長の正田さん

たちの努力も金融関係者の急増に貢献しました。そして、クイック会長の棚橋さん、日経新聞常務の島田さんと早稲田得意

のメディア人脈も貴重でした。このようななかで、第1回総会は研究科開校直前の３月に日本橋キャンパスで開催されました

が、まだ開校前というのに、その時点で300数十名の入会者がありました。ホールには椅子を加えたほか、ホールの周囲の

廊下にも臨時の椅子を置いてそれでも間に合わないほどの来場者でした。その夏には660名に急増。早稲田卒業の市場

関係者を組織化するとの思いでスタートし、それから10年、キャンパスの歴史はファイナンス稲門会の歴史でもあります。よ

く早稲田OBは慶応OBに比べて愛校心が弱いとか、群れるのが嫌いだとかいわれることがありますが、私個人の感想とし

ては、ほとんど同じように思えました。たくさんのOBの協力があったからこそ、早稲田でもっともアクティブなOB会にまで育

つことができました。こうしてみると、懐かしいことばかりの10年でした。



ファイナンス稲門会１０周年に寄せて

創立10周年を謹んでお祝い申しあげます。

ファイナンス研究科が、早稲田大学の卒業生のみならず、国内外の向上心にあふれ
る多くの学生に選ばれてきたこと、 そして早稲田大学が守り育んできた建学の精神に
触れ、新たな道を切り開き活躍する金融人財を世界に輩出してきたことを 大変嬉しく、
また誇りに思っています。
これまでの皆さまの情熱と功績に敬意を表すと共に、次の10年がより一層輝かしく充
実したものになることを期待しております。

運営委員 秋山 智史 氏

今回の宴は多方面から約140名の仲間が集まり、会の進行や運営委員と出席

者の交流の仕方にも工夫が加えられて、多くの仲間が懇親を深めると云う最大の
目的を十分果たす事が出来たと思います。

発足から僅か10年間でここまで仲間を増やし、交流が盛んになったファイナンス稲
門会の隆盛は偏に高野前代表幹事を中心にWorking Group各位の熱意と協力の
賜物と思いますが、今後も尚一層のWorking Group各位のご活躍を期待します。

運営委員 蔵元 康雄 氏
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10年良く来たものだと思う。金融というある意味、早稲田が得意としない分野で10年しかも、
1000人という会員が、毎月なにかしらのイベントに参加する。大成功である。
一方で金融マンとして、ビジネスに従事している者として、早稲田の経営には不満である。
早稲田に限らず大学経営は改善の余地が大きい。そういう早稲田を変えていきたいと思う。こ
れからの10年また早稲田を引き続きサポートしてく稲門会でありたい。

運営委員 高野 真 氏

9月10日午後6時より、「ファイナンス稲門会10周年記念の宴」は開かれた。場所は由緒あ

る日本工業倶楽部の大広間。続々と若い会員が参集され、川田会長の挨拶で開会。あちら
こちらで人の輪が出来、話がはずむ。盛大な宴だ。
よく「ここまで来たな」とのちょっとした感慨が脳裏をよぎる。古い手帳で調べたら2004年3
月17日に第1回総会が開かれた。よちよちと歴史が始まった。爾来、故奥本初代会長、初代

ファイナンス研究科長大村教授、ワーキンググループを率いた高野さん初め多くの方々の
ご尽力の賜物で本日の宴がある。心から感謝。
今後の益々の発展を祈りつつ、久し振りに思い切り早稲田大学校歌を歌いました。

運営委員 鈴木 修 氏
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ファイナンス稲門会１０周年に寄せて

ファイナンス稲門会10周年おめでとうございます。世界経済、日本経済においてもリーマンショック、欧州
経済危機などがあった激動、激変の10年間でした。その中で他大学との合同交流会、稲門アカデミー、寄

附講座など多彩な企画を地道に企画し、実践してきてくれました若手のワーキンググループ幹事の皆様に
御礼と感謝を申し上げたいと思います。私も、地区の稲門会（新宿、北）、公認会計士稲門会他いくつかの
稲門会に所属しておりますが、数多くの稲門会の中でも異色のそして極めて活発な活動を行っている稲門
会だと思っております。この素晴らしいファイナンス稲門会の運営委員を務めさせて頂き、改めて感謝申し
上げますと同時に今後の会への更なる協力をさせて頂きたいと思っております。

運営委員 杉田 純 氏

記念行事の式典は、とにかく挨拶が長くなるものと覚悟して臨んだ。
しかし、川田会長の演出は、校歌に始まり校歌で締めるものであった。

年を取ったせいか、「集まり散じて人は変われど」のくだりで涙が出そうになった。「都の西北」は、やは
り、わが青春の記念碑である。

ファイナンス稲門会の若手の皆様、これからも、素晴らしい仲間と一緒に、校歌を歌いましょう。ファイ
ナンス稲門会の、現世を忘れぬ、久遠の理想が見えてきます。

運営委員 宮川 和雄 氏

ファイナンス稲門会の10周年記念祝賀会に出席でき嬉しく存じます。

この稲門会は、外交官出身の私のようなファイナンス分野以外の人たちも受け入れるなど、幅広い活動を
行っております。グローバル時代において日本が一層国際貢献をしていく上で有意義な役割を果たしていく
ものと確信しております。

運営委員 竹元 正美 氏

ファイナンス稲門会の10周年を心からお祝い申し上げます。

数ある稲門会の中でもこのファイナンス稲門会は特別です。経験と実績を兼ね備えたキラ星の運営委員の
方々と、脂ののった多士済々なワーキンググループメンバーが触発し合い、実行力を遺憾なく発揮する中
身の濃い稲門会です。ファイナンス稲門会は日本の、いや世界の金融人材の苗床です。これから10年が苗
床を田植えする重要な10年です。20周年にはどんな陣容と実績を積み重ねた稲門会になるのか、わくわく
いたします。

運営委員 高橋 秀行 氏

塩田代表幹事の挨拶 WGの方々の紹介もありました

イベントの様子
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ファイナンス稲門会１０周年に寄せて

当日は、ファイナンス稲門会10周年記念の宴を祝うに相応しい、重厚な造りの日本

工業倶楽部会館・大会堂に於いて、先輩諸氏、各種稲門会員、現役ファイナンス研
究科学生を含む後輩の方々と親しくお話することが出来、大変有意義なひと時となり
ました。

運営委員としては新米ですが、会の発展のために微力ながら尽したいという思いを
新たにしております。

運営委員 佐々木 順 氏

10年という時間の流れに感慨を覚えずにはいられません。ファイナンス稲門会創立間もない

頃、奥本英一朗さんからこう言われました。「金融界には稲門出身者が多くはない。互いに切磋
琢磨し合い、後進に道を開く仕組みが必要だ。しかも、小さく固まるのでなく、様々な産業のネッ
トワークが欲しい」。今、後進の活発な活動や、その内容の充実ぶりを見ていると、大きな目標
に、着実に近づいているのではないかと思います。これからも原点を忘れずに、お願いします。

運営委員 矢澤 洋一 氏

この度は、ファイナンス稲門会10周年おめでとうございます。心よりお慶び申し上げると共にこれまで

盛り立てて頂いた諸先輩方にお礼を申し上げます。若輩者ながら、運営委員の一人として同会に関わ
らせて頂いていることを大変光栄に感じております。数ある稲門会の中でも、経済界の一戦で活躍され
ている方々が集う会は当会をおいては無いと思います。それ故、闊達な議論と本当の意味での交流会
が実現出来ているのでは無いでしょうか。

この潮流を絶やすことなく、さらに発展させるべく微力ながら引続きお手伝いさせて頂きます。今後とも
よろしくお願い致します。

運営委員 廣渡 嘉秀 氏

私は、今年入会しました。切掛けは、大隈候縁の永楽倶楽部で講話をしたご縁で、
同じ銀行業界で再編の嵐を共に体験した川田会長にお会いしたことです。
今回の10周年記念の宴は、金融の様々な分野で活躍する多士多才の方々と知合う貴重な機会でした。早

稲田の人材の豊かさと多様性を再認識し、キャリアの中で様々困難を克服したり、新しい事に挑戦している
姿に力強さも感じました。
これからもこの会の活動を通じて様々な出会いを期待しています。

運営委員 川俣 喜昭 氏
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日本橋キャンパスに早稲田大学ファイナンス研究科が設立されるに当た
り、当会の代表発起人として金融・経済界の早稲田OB・OGの参集を思い
立ったのは丁度10年前のことでした。早稲田らしい形で金融・経済界のお役
に立ちたいとの一念でしたが、最初の研究科長になる大村先生からの話を
受け、誼のあったピムコ・ジャパンの高野君をはじめその他多くの金融・経済
界でご活躍の皆様の賛同を得て発足総会に臨んだのが昨日のことのように
思い出されます。

私は当初6年間を当会の会長として務めましたが、私の退任後も当会は順
調に発展し、会員数は1,000名を超える規模に達しています。毎月の各種イ
ベント開催など積極的な活動が継続的に行われており、プロジェクト型の自
走する同窓会として稀な成功を収めています。これも偏に現在の川田会長、
運営委員の皆様方、代表幹事の高野君、歴代研究科長等の先生方、そして
ワーキンググループのメンバーの熱意があってのことと心底感じ入っていま
す。また他の稲門会からも一目置かれる存在になっているとの話しを聞き大
変喜ばしくも思います。

もともとファイナンス稲門会は、単に会員の親睦団体ということのみならず、
早稲田日本橋キャンパスの運営や研究･教育活動に積極的に関わりながら、
金融･経済界の発展、社会への提案活動や貢献を大きな目標として発足し
たものです。日本橋キャンパスの現役学生やOB・OGが当会会員の過半を
超えたとのことで、その発足の目的の一つは順調に達成されつつあるようで
す。しかし、ようやく草創期の10年を経過し、これから実りのためのチャレン
ジに向かう第2ステージ（デケード）に入るに過ぎないと捉えることもできます。

ご承知の通り金融・経済界の直面する問題は日々目まぐるしく変化してい
ます。今後、当会に対する期待や要望も大きな変化を余儀なくされていくこと
でしょう。新しい10年が絶えず変化や進化を続けるファイナンス稲門会さらに
は金融・経済界にとってより豊かな実りをもたらすことを祈念してやみません。
ファイナンス稲門会の発展と皆様方のますますのご活躍をお祈りしています。

2014年2月19日第11回総会に送られた奥本初代会長からのメッセージ

ファイナンス稲門会の発起人代表であり、初代会長である大和総研顧問 奥本英一朗様は
2014年4月4日午後7時 前立腺がんのため、東京都内の病院にてご逝去されました。（享年80歳）
心から哀悼の意を表しますと共に、奥本様のご冥福をお祈り申し上げます。

ファイナンス稲門会１０周年に寄せて
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2004 ‐発起総会
‐納涼夏祭り ゲスト：サンプラザ中野
‐セミナー

講師：蔵元康雄 渡辺正太郎
奥島孝康 藤澤義之 倉重英樹

‐夏季特別セミナー
講師：堀江貴文 宋文州 宗吉敏彦 折口雅博

‐稲門スクール
2005      ‐セミナー テーマ

家計によるリスク・マネー供給促進策
新時代の資産運用ビジネス～本格化するファンド経営
21世紀の金融業界と必要とされる人材
金融政策の歴史的大転換日本の金融再編の行方
郵政民営化のインパクト
新会社法下の企業ガバナンスと価値創造

‐新人歓迎会＆名刺交換会
2006 ‐若手交流会

‐セミナー「持続可能な日本～マーケットを拓く女性達」
‐納涼会

2007 ‐第1回ゴルフコンペ
‐セミナー「アートとファイナンス」
‐早慶戦観戦
‐ヘッジファンドコンファレンス

2008 ‐エコファイナンス勉強会
‐新産業ベンチャー勉強会
‐キャリアデザイン勉強会
‐日本橋マーケット

2009 ‐ファイナンスフォーラム
「今後の世界経済と金融市場の展開」
パネリスト：伊藤洋一 菅野雅明 高田創 安達誠司

‐運営委員を囲んでの食事会
‐寄付講座

2010 ‐ナレッジシェアリング 講師：能見公一
‐同年代交流会
‐ファイナンスフォーラム

「今後の世界経済と金融市場の展開 2010」
パネリスト：伊藤洋一 菅野雅明 武者陵司 尾野功一

‐若手クリスマスパーティー
2011 ‐新年会

‐若手サマーパーティー
‐ファイナンスフォーラム
‐マーケティング勉強会

「事業戦略を立案する、とはどういうことか?」
講師：石橋明

2012 ‐若手交流会～イタリアンナイト
‐TOEIC勉強会
‐ソーシャルビジネス勉強会 講師：谷本寛治
‐マネージメント勉強会 講師：増沢隆太
‐新産業勉強会 講師：奥田章順
‐アントレプレナースクール

2013 ‐稲門アカデミー「脳活動に基盤を置いた経営学」
講師：枝川義邦

‐上智・一橋との合同交流会
‐新入会員ウェルカムパーティー

2014 ‐ビッグデータ勉強会
‐10周年記念の宴
‐瓦版発行開始

2006 若手交流会

2012 ホームカミングデー

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFS

これまでの活動記録

2007 岡田武史氏講演

2006 セミナー「マーケットを拓く女性たち」

2008エコファイナンス勉強会

2009名刺交換会

2012 運営委員を囲んでの昼食会

2010 若手クリスマスパーティー



運営委員

日本の金融界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

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

樫沢　利博 東銀リース 監査役

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 代表取締役会長兼社長

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 相談役

清水　喜彦 三井住友銀行 取締役副会長

杉田　純 三優監査法人 統括代表社員

東日本建設業保証 常務取締役

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

アトミックスメディア 代表取締役CEO

元ピムコジャパンリミテッド 取締役社長

ステートストリート信託銀行 取締役会長

元野村ホールディングス 常務

経済倶楽部 理事

元東洋経済新報社 社長

国際文化教育協会 理事長

元外務省 駐ウルグアイ大使

中澤　信雄 金融経済研究所 所長

仲條　亮子 Ｇｏｏｇｌｅ 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

元日経ＢＰ 参与

同 元監査役

柳　良平 エーザイ 執行役 Deputy CFO

和田　耕志 元全国銀行協会（社団法人東京銀行協会） 副会長

川俣　喜昭 モルガン・スタンレーMUFG証券 取締役会長

三枝　稔 ブロードリンク 最高顧問

眞保　智絵 野村ホールディングス/野村信託銀行 執行役員/執行役社長

中村　比呂志

向原　潔

２０１５年２月就任予定

鈴木　修

高野　真

高橋　秀行

高橋　宏

竹元　正美

矢澤　洋一

運営委員
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ワーキンググループ

ファイナンス稲門会の実働部隊です。
月１回、事務局に集まってワイワイと
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。
ワーキンググループには、会員であれば
どなたでも参加できます。

事務局所在地： 東京都中央区日本橋1-4-1 
日本橋一丁目三井ビルディング （COREDO日本橋）7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

事務局長 阿部　多恵
副事務局長 向坂　文子
アルバイト学生 細木　情志 商学部４年

太田　義智 政治経済学部４年
風間　茜 商学部３年
田中　さとみ 文学部３年

事務局スタッフ

ワーキンググループ

事務局

ホームページ ： www.finance-tomonkai.com

Facebook ： fb.com/finance.tomonkai

Twitter             ： twitter.com/f_tomonkai
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７階に移りました。
いつでも、いらっ

しゃってください。

15階事務局から見えた台風一過の空
遠くに筑波山が見えました！

氏名 会社名

塩田　大吾 ブラックロック・ジャパン

荒木　成則 ワークシフトソリューションズ

岡野　淳 青山リアルティー・アドバイザーズ

柏崎　重人 大和総研

中村　裕紀 FASコンサルティング

峯口　文治 三井住友信託銀行

粟津　久乃 リスクマネジメント・ラボラトリー

後藤　恵美 プライスウォーターハウスクーパース

阿部　多恵 ファイナンス稲門会事務局長

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 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 ミュージックセキュリティーズ

澤井　康生 海星法律事務所

篠田　潤一 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 リクルートホールディングス

張　海峰 JT

寺山　和久 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

丹羽　悠木

野尻　大輔 東京海上日動火災

橋本　英樹 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 REISM

三上　康子 日本トラスティ・サービス信託銀行

松崎　淳一 サンアローズインベストメント

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

牧野　竜之 ＢＮＰパリバ証券

出口　ゆう子 野村ホールディングス

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

石塚　太郎

岡田　恵美 LCR不動産投資顧問

近藤　雄一 QUICK

片山　典之 シティユーワ法律事務所

南澤　秀俊 MFSインベストメント

山崎　めぐみ 新光投信

mailto:wfic@finance-tomonkai.com


10周年記念デジタル出版のお知らせ

Share the Knowledge,
Ａｎ Official Supporter for NFSこの度、ファイナンス稲門会10周年を記念

して、電子書籍を出版するに至りました。

運営委員を初めとして、金融実務の第一線
で活躍する本会会員が、その経験に基づ
いて語る、日本と世界の金融業界激動の
10年をここに集めました。

目次 （仮）

はじめに ～10周年記念出版に寄せて
ファイナンス研究科科長 川口 有一郎

序論 ～これまでの10年の経済社会の状況
富士通総研常務理事 川田 憲治

第1章 資本市場の視座から見たこの10年の配当政策と今後の在り方
――日本企業と投資のダイコトミーへの処方箋

エーザイ株式会社執行役
早稲田大学大学院兼任講師 柳良平, Ph.D.

第2章 GEにおける金融事業への進出と本業回帰への軌跡
スリーエムジャパン代表取締役副社長執行役員

昆 政彦

第3章 金融危機で変わる投資行動と資産運用業の展望
アトミックスメディア代表取締役CEO
前ピムコジャパンリミテッド取締役社長

高野 真

第4章 コーポレート・ガバナンスの変遷
――会社法改正からスチュワードシップコード制定まで

三優監査法人統括代表社員 杉田 純

第5章 21世紀の株式市場を考える
ステートストリート信託銀行取締役会長

高橋 秀行

謝辞 川田 憲治会長
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