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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
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イベントレポート

8月25日 シェアリングエコノミー
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール
日本を代表するシェアリングエコノミー企業である、スペースマーケットの代
表取締役社長 重松大輔氏と早稲田大学 大学院経営管理研究科
根来龍之研究科長をお招きし、ベンチャー起業家・研究者のそれぞれの
立場から、シェアリングエコノミー（共有型経済）の最新事情や経営学
的な分析をうかがう事ができました。

8月29日 日本橋マーケット(第一弾)
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール
ファイナンス研究科在学生による企画セミナーの第一弾として、株式会社麻生
代表取締役社長 麻生厳氏をお招きし、開催しました。麻生氏によるこれから
の社会を担う若い人材への力強いメッセージは、参加頂いた多くの会員から満
足度の高いご感想をいただきました。

7月22日 新入会員ウェルカムパーティー
会場：銀座パーティプラネット
今年度の新入会員を招待して既存の会員が歓迎する、というパーティーです。年齢や
業種を越え、たくさんの方にご参加頂き、他にない機会となりました。今年は当会の特
徴を生かした企画や、来場者への特典など幅広い内容で盛り上がりました。

6月22日 第1回Fintechセミナー
会場：Quick
ZUU代表取締役社長 冨田 和成氏を講師に迎え、「Fintech最新事情」と
いうテーマで講演をしていただきました。Quick様のご厚意で、Quick Square
を会場に、80名ほどの参加者を迎えて話題のFintechについて分りやすく内容
の濃いセミナーとなりました。

7月21日 浅野紀久男氏を囲んでの昼食会
会場：明治安田生命本社5階
明治安田生命保険相互会専務執行役でいらっしゃる
浅野紀久男氏を囲んで、昼食会を開催しました。
和やかで素敵なひとときでした。

5月15日 春のゴルフコンペ
会場：高坂カントリークラブ 岩殿コース
今回で18回目を数える、ファイナンス稲門会ゴルフコンペ。風薫る5月
の天気に味方され、総勢23名による激闘が繰り広げられました。

9月2日 日本橋マーケット(第二弾)
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール
第二弾は日産自動車株式会社 / 西川廣人 CCO・副会長をお招きしました。
激動の自動車業界を牽引してきた西川氏にとって生きること働くこととは！？
『タイトルに頼らず勝負できる人間力とは』をテーマにご本人のご経験に基づく貴
重なお話を伺うことができました。



10月12日 第2回Fintechセミナー
会場：Freee本社
今年6月の「ファイナンス稲門会Fintechセミナー」がご好評であったため、
「第2回Fintechセミナー」を10月に開催致しました。
Freee代表取締役社長の佐々木大輔氏、早稲田大学経営管理研
究科の樋原伸彦准教授をお招き致しました。Freee様のご厚意で開
放的で素敵なオフィスを会場とさせていただき、オープンイノベーションの
最新動向をテーマにインタラクティブなセミナーとなりました。

9月20日 ファイナンスフォーラム
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール
日本サッカー協会最高顧問川淵三郎氏をお招きし、ファイナンスフォーラ
ムを開催致しました。
テーマは、「夢があるから強くなる」。
地域密着型のスポーツリーグを作り上げ、日本にサッカーブームを巻き起
こした川淵氏の、貴重なお話を伺うことが出来ました。

9月14日 名刺交換会
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール
ファイナンス稲門会の看板企画ともいえる「名刺交換会」。今年も
100名を超える参加者を迎える事が出来ました。振付師として第
一線で活躍されている香瑠鼓様のお話、恒例の参加者全員によ
る校歌斉唱など、例年にない程の盛況でありました。

11月13日 秋のゴルフコンペ
会場：高坂カントリークラブ
さすがの特異日で、素晴らしい秋晴れに味方される中、総勢21名が熱
戦を繰り広げました。今回は、某超有名女子プロゴルファーのサイン入り
ボールも景品に加わり、いつにも増して盛り上がりました。

11月14日 共催パネルディスカッション
会場 ：デジタルハリウッド大学大学院 駿河台ホール
早稲田大学大学院経営管理研究科 准教授の池上重輔氏とデジタルハリ
ウッド大学大学院でFintech分野のインキュベーションを行うCyber 
Finance Labと、東京大学でイノベーション人材育成を行うi.schoolの3者
共同で、「ファイナンスにおけるイノベーションと戦略の融合」をテーマとしたパネ
ルディスカッションを開催しました。

イベントレポート

9月8日 稲門アカデミー：日本酒講座
会場：早稲田大学ファイナンス研究科 ホール
早稲田大学ご出身の田村酒造場16代目田村半十郎氏を講師と
してお招きし、酒造場や日本酒の歴史などに関して講義をしていた
だき、最後は実践編と題して「利き酒」を行いました。珍しいテーマと
いうこともあり、笑顔の絶えない和気藹々とした講座となりました。



◆ 小川 将 さん◆

＊血液型＊B型 ＊星座＊みずがめ座

＊マイブーム＊カヌー・カヤック（挑戦したい方、ぜひお声がけ下さい！）

＊新たにファイナンス稲門会の幹事としてやってみたいこと＊

この度、ファイナンス稲門会ワーキング・グループに加えていただきました、小川です。

よろしくお願いします。ここでは、ファイナンス稲門会の幹事として、どのように貢献していきたいかについて述べさせていただき

たいと思います。私は、資産運用会社に勤めており、ファイナンス業界の末席を汚させていただいておりますが、特に慶応の

三田会に比べると、同窓に触れ合う機会が少ないのではないかと感じていました。ファイナンス業界は、

市場環境の変動、顧客ニーズの変遷やグローバルな規制環境の変化など、幅広にアンテナを広げて

いく必要があると考えています。そのような中で、胸襟を開いて、いろいろな知見を交換できる場がある

ことが重要であると考えています。また、情報技術の発展により、コミュニケーションが希薄化する中でも

同じ大学での勉学（遊び？）の経験を有する同窓ならでこそ、顔を合わせて話せば尽きないことも多

いと思いっています。このような観点から、勉強会や飲み会などのアレンジなどの場を提供することにより、ファイナンス稲門会

およびご会員の皆様のお役に立てるように努力していきたいと考えています。

新人！ワーキンググループ

◆ 鶴谷 俊行 さん◆

＊血液型＊ O型 ＊星座＊ しし座

＊マイブーム＊ 休日のランチ巡りです。夜は値段が高くて入りづらいなと思う店が、ランチをお手頃価格

で提供しているお店がたくさんあります。休日の度に、少し足を延ばしてお店を開拓していくことが、最近の

楽しみの一つです。

＊社会人になって最も印象に残っている仕事＊
私は実家がお寺ですので、大学卒業後、お坊さんになるため京都の本山で修行をさせていただきました。

修行が終わって、東京の本山に奉職する機会をいただき、今日まで12年ほど勤めています。

お寺というとお葬式や法事のイメージが一般的でしょうが、首都に位置する本山では文化交流の発信も

重要な事業と考えています。その一つとして、2015年4月に宝物展示室をオープンする企画が持ち上がり、財務部門に

係るスタッフとして携わりました。企画に際して、一般企業でご活躍されている方々と一緒に仕事ができたことは、

お寺の世界とは異なった価値観を知ることができ、とても良い経験となり、自身の視野を大きく広げることができました。

◆ 葵木 慎吾 さん◆

＊血液型＊A型 ＊星座＊ふたご座

＊マイブーム＊英語（会社の全額給費で英会話学校１５０回のレッスン通学中です！）

＊社会人になって最も印象に残っている仕事＊

「現場の大切さを教えてくれた、新興国の株式を担保にしたファイナンス案件」です。

はじめての海外案件、しかも新興国ということでルールブックに掲載されていない商慣習がやたら多く苦しめ

られましたが、ツテを伝って行政のキーマンにコンタクトを取り、そこから生の情報を収集して難局を乗り切りました。

私の敬愛する勝海舟も「自分の眼でたしかめぬとすまぬたちである。」（『竜馬がゆく』より）という

「現地・現場主義」でしたが、私も現場を大事にこれからも仕事を進めていきたいと思います。

「現場の大切さを教えてくれた、新興国の株式を担保にしたファイナンス案件」です。

◆ 春田 かすみ さん◆

＊血液型＊O型 ＊星座＊乙女座 ＊マイブーム＊ゴルフ、キックボクシング

＊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？ ＊

歴史や美術についてしっかり教養を深めたいです。

2016年にワーキンググループに加わった方々から、今後の抱負や意気込みを語っていただきました！！
これからのファイナンス稲門会を盛り上げてくださる皆様の活躍に、ご期待下さい。



2月18日 田村酒造場 見学会

9月8日に開催された【稲門アカデミー】日本酒講座の

講演DVD内で登場した「田村酒造場」の見学会が実

現することとなりました。

多くの日本人を魅了する、伝統ある日本酒の酒造場

を見学できる貴重な機会です。

ファイナンス稲門会の一年を総括する大イベントです。

他稲門会、早稲田大学からのゲストも含め、毎年多数の

参加者を迎えての懇親会は、本年も大盛況間違いありま

せん。皆様のお越しをお待ちしています。

※ すべて過去の写真です

1月23日 新年会

毎年恒例の新年会を、今年は銀座の

クルーズクルーズで着席ブッフェ形式で開催致しま

す。美味しいお料理とワインを頂きながら新しい年

の始まりを祝います。毎年多くの運営委員が参加

され、運営委員による書籍プレゼントなどのイベン

トも開催しますので奮ってご参加ください。

新たな1年の始まりを共に祝おうではありませんか。

イベント告知

事務局移転のお知らせ

この度、ファイナンス稲門会事務所が移転致しました。
場所は市ヶ谷です。心機一転、事務局一同これからも楽しいファイナンス稲門会を皆
様にお届けします！
以下、ご確認下さい。

〒102-0074
千代田区九段南4丁目６－１
九段シルバーパレス 906号室
電話：03-6272-9004
メールアドレスに変更はございません
今後とも変わらぬご支援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

インベストメント・バンキング講座

2017年2月1日、早稲田大学日本橋キャンパスにて

インベストメント・バンキング講座を開講予定です。

「エクイティーファイナンスとIPOについて」というテーマでNFS情報

アカデミーでも講座を担当する講師陣が講義をします。

第3回Fintechセミナー

2017年3月、不動産テック(Re-Tech)最新動向をテーマに開催します。

不動産会社×コンサルタント×Re-Techベンチャーでのパネルディスカッションを予定。

詳細が決まり次第、お知らせ致します！

2月15日 総会&懇親会



運営委員とワーキンググループ
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日本の金融界を代表する企業のトップを務める早稲田出身の方々です。
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。

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。

運営委員 ワーキンググループ

お問い合わせ先：ファイナンス稲門会事務局
事務局所在地： 東京都千代田区九段南4丁目６－１九段シルバーパレス 906号室
Tel : 03-6272-9004 (電話でのお問い合せは平日10：30～16：30の間にお願いします。)
E-mail : wfic@finance-tomonkai.com
Website :  http://www.finance-tomonkai.com/
Facebook :  https://www.facebook.com/finance.tomonkai

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 シティグループ証券 取締役副社長・投資銀行部門長 政治経済学部

明治安田生命保険相互会社 専務執行役

日本アクチュアリー会 会長

住友商事株式会社 顧問

株式会社JVCケンウッド 取締役・取締役会議長

富士重工業株式会社 監査役

株式会社オレンジ・アンド・パート

ナーズ
顧問

伊東　朋宏 商学部

内山　英世 朝日税理士法人 顧問 政治経済学部

大川　嘉一郎 早稲田大学総長室 参与 商学部

樫沢　利博 キョーラク 顧問 政治経済学部

川田　憲治 富士通総研 常任顧問 商学部

三信株式会社 監査役

マニュライフ生命保険株式会社 取締役

北原　義一 三井不動産 取締役専務執行役員 政治経済学部

木住野　福寿 Olympicグループ 代表取締役副社長 商学部

清田　瞭 日本取引所グループ
取締役兼代表執行役最高経営

責任者
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

ブロードリンク 最高顧問

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 専務理事

佐々木　順 三井住友信託銀行 常勤監査役 政治経済学部

塩田　大吾
T.ロウ・プライス・インターナショナ

ル・リミテッド
ファイナンス研究科

島田　昌幸 テレビ東京ホールディングス 相談役 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 SMBC日興証券 代表取締役社長 商学部

新芝　宏之 岡三証券グループ 取締役社長 商学部

野村ホールディングス 執行役員

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 芙蓉観光 監査役 政治経済学部

鈴木　久仁 あいおいニッセイ同和損害保険 代表取締役副会長 商学部

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

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

国際文化教育協会 理事長

元駐ウルグアイ大使

谷口　健太郎 ディーコープ 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 執行役員 政治経済学部

中村　善二 UBS証券
代表取締役社長兼UBSグルー

プ在日代表
理工学研究科

中村　比呂志 大和ネクスト銀行 代表取締役社長 商学部

萩原　忠幸 アヴァンティスタッフ 代表取締役社長 理工学部

長谷川　留美子 法学部

花堂　靖仁 早稲田大学知的資本研究会 上級顧問 商学研究科

廣渡　嘉秀 AGSコンサルティング 代表取締役社長 商学部

藤井　秀延
三菱UFJリサーチ＆コンサルティ

ング
取締役社長 理工学部

宮川　和雄 トラストオービー社 代表社員 法学部

三井住友信託銀行 上席顧問

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 商学部

柳　良平 エーザイ 常務執行役 CFO 商学部

法学部

政治経済学部

竹元　正美

向原　潔

浅野　紀久男

阿部　康行

川俣　喜昭

三枝　稔

鳥海(眞保)　智絵

高野　真

理工学部

理工学部

政治経済学部

政治経済学部

理工学研究科

法学部

氏名 役職 会社名 卒業学部

塩田　大吾 代表幹事 T.ロウ・プライス・インターナショナル・リ
ミテッド

ファイナンス研究科

荒木　成則 副代表幹事 ワークシフトソリューションズ 政治経済学部

粟津　久乃 副代表幹事 リスクマネジメント・ラボラトリー ファイナンス研究科

岡野　淳 副代表幹事 青山リアルティー・アドバイザーズ 商学部

柏崎　重人 副代表幹事 大和総研 法学部

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 ファイナンス研究科

篠田　潤一 副代表幹事 共立メンテナンス ファイナンス研究科

張　海峰 副代表幹事 JT ファイナンス研究科

寺山　和久 副代表幹事 デューデリ・ソリューションズ ファイナンス研究科

中村　裕紀 副代表幹事 FASコンサルティング 商学部

巻口　成憲 副代表幹事 リーウェイズ ファイナンス研究科

峯口　文治 副代表幹事 三井住友信託銀行 政治経済学部

山口　徹志 副代表幹事 ジブラルタ生命数理グループ 商学部

阿部　多恵 副代表幹事 ファイナンス稲門会事務局長 教育学部

葵木　慎吾 日本証券金融 商学研究科

石塚　太郎 ファイナンス研究科

泉　裕和 商学研究科

市村　文佳 メットライフ生命保険 教育学部

稲波　紀明 船井総合研究所 ファイナンス研究科

植木　務 アクサスアドバイザーズ ファイナンス研究科

植松　貴史 渥美坂井法律事務所 政治経済学部

内野　敏彰 みずほ証券 商学研究科

江黒　崇史 江黒公認会計士事務所 商学部

岡田　嘉正 NFS'10卒幹事 QUICK ファイナンス研究科

岡田　恵美 NFS'15卒幹事 LCR不動産投資顧問 ファイナンス研究科

小川  将 アバディーン投信投資顧問 法学部
片山　典之 シティユーワ法律事務所 法学部

北原　譲 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政治経済学部

工藤　清美 ＦＰブラッサム ファイナンス研究科

小松　真実 NFS'08卒幹事 ミュージックセキュリティーズ ファイナンス研究科

齋藤　高広 フロンティア・マネジメント ファイナンス研究科

坂田　龍彦 ファイナンス研究科

澤井　康生 NFS'08卒幹事 海星法律事務所 ファイナンス研究科

清水　正大 NFS'13卒幹事 QUICK ファイナンス研究科

白井　正巳 ESGファクターズ研究所 法学部

白田　太郎 黒澤・升村・小林法律事務所 政治経済学部

須永　栄一 NFS'16卒幹事 ファイナンス研究科

角野　里奈 NFS'10卒幹事 リクルートホールディングス ファイナンス研究科

高野　幸子 国際会計士＆イメージコンサルタント 会計研究科

高橋　龍征
サイバーファイナンスラボ・プロジェクト

プログラムディレクター
ファイナンス研究科

鶴谷　俊行 NFS'16卒幹事 増上寺 ファイナンス研究科

出口　ゆう子 野村ホールディングス 教育学部

鄧　紫薇 ファイナンス研究科

遠近 朋大 QUICK ファイナンス研究科

中出　一誠 ブランシエル 政治経済学部

中島　清華 ファイナンス研究科

西田　宗生 スカイエリア 政治経済学部

丹羽　悠木 ビジネススクール

橋本　義昭 芙蓉オートリース ファイナンス研究科

春田　かすみ 理工学研究科

廣瀬　夏海 日本証券金融 文学部

福田　和彦 グローバル・ネットワークス アジア太平洋研究科

牧野　竜之 ＢＮＰパリバ証券 ファイナンス研究科

松本　京子 NFS'12卒幹事 クレディスイス証券 ファイナンス研究科

真中　克明 QUICK ファイナンス研究科

三上　康子 NFS'13卒幹事 日本トラスティ・サービス信託銀行 ファイナンス研究科

南澤　秀俊 MFSインベストメント・マネジメント 理工学部

山崎　めぐみ アセットマネジメントOne 社会科学部

山本　和史 NFS'15卒幹事 日本コムジェスト ファイナンス研究科

デジタル出版もよろ
しくお願いします！


