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社中の絆の深さを実感した150回目の開校記念日

インフォメーション

4月23日は慶應義塾の150回目の開校記念日でした。東京ディズニーシーⓇで開催された塾生を中心に社中が
一堂に会するイベント、“塾生集合!! 社中の絆 in 東京ディズニーシーⓇ”の様子を簡単にお伝えします。

　14時からの入場ということで、その時間に合わせて東京ディズニーシーⓇに着くように家を出ます。このイベント参加者には、事前
にパスポートとともにオリジナルペンライトやネックストラップなどがはいった特製ビニールバッグが渡されています。東京ディズニー
シーⓇへのJRの最寄り駅である舞浜駅に向かう電車そして舞浜駅はそのビニールバッグがあちこちでみられ、また、東京ディズニー
シーⓇに向かう道はKEIO150 のロゴ入り特製ネックストラップを下げた人たちでいっぱいでした。

　東京ディズニーシーⓇは、東京ディズニーリゾートⓇ内にあり、東京ディズニーランドⓇに隣接しています。2001年、ディズニーとして
は世界で初めて海をテーマに2001年に開業しました。パーク内は7つの異なるテーマにそったエリアに分かれており、それぞれの
テーマにふさわしいアトラクションやショップ、レストランがあります。今年は東京ディズニーリゾートⓇが開業25周年を迎えており、東京
ディズニーシーⓇも祝賀ムードにあふれたデコレーションがされています。春らしい陽気、ハンギングバスケットなどさまざまな彩りの花
たちはまるで開校記念日を祝福しているかのようです。

　14時半からはパークの中央にあるメディテレーニアンハーバーでショーが始まります。東京
ディズニーシーⓇに入場されるのは初めての方も多かったのではないかと思いますが、ディズ
ニーの人気キャラクターたちがそれぞれ船に乗り広い湖面を目いっぱい使ったスケールの大き
なショーは年代を問わずに楽しめるものでした。ショーの後は、それぞれのお目当てのアトラク
ションに向かいます。人気のアトラクションはいずれも長蛇の列となっていました。

　この日は一般の方向けには18時半で閉園となり、このイベントに参加できるパスポートを持った方は22時まで楽しむことができるの
です。18時半を過ぎると、19時から記念のセレモニーが行われるメディテレーニアンハーバー周辺に続 と々人が集まりはじめました。
夕闇が迫る中、参加者の持つペンライトが暗い湖面のまわりをぐるっと取り囲み点滅する様子は幻想的でさえあります。

　サーチライトが天空を照らすなか、メディテレーニアンハーバーを見おろすミステリアスアイラ
ンドの火山の噴火とともに記念のセレモニーがはじまります。塾員でフリーアナウンサーの内田
恭子さんが司会を務めミッキーマウスとミニーマウスが水上スキーに乗って現れます。安西塾
長の挨拶に続き、ご高齢の塾員、北海道や鹿児島から駆けつけてくださった塾員、塾生から
幼稚舎生にいたるまでさまざまな年代の代表が続 と々登場します。慶應義塾が歩んできた歴
史の重みと長さを感じ、21世紀を支えていく塾生たちが頼もしく見えたひと時でした。

　セレモニー終了後も、閉園時間までアトラクションやショーを楽しむにぎやかな歓声が響いて
いました。このイベントでは幼稚舎や塾生のグループをはじめ、家族連れやご夫婦で楽しい時
間を過ごすことはもちろん、ご高齢のおじいさまにお孫さんが付き添われてアトラクションを楽し
むようなほほえましい光景も見られました。そして、北海道や九州などからいらした方をはじめ2
万人以上が参加したとのことで、永く愛される慶應義塾そして社中の絆の強さを改めて感じた
一日でした。

人気キャラクター達がお出迎え

華やかなセレモニー

安西塾長の挨拶

シェルパ・ラクパ氏より
本誌2ページの「旅を愉しむ」でご紹介したネパールのトレッキングコーディネーターのシェルパ・ラクパ氏からネパールのレターセット、
角型ランプシェード、手織布のお財布の中から2点をセットにして6名様にプレゼント。（組み合わせ・色・柄はお任せください。）

慶應カード事務局より
東京ディズニーリゾートⓇ開業25周年記念の限定グッズを3名様にプレゼント。
円形ポストカードセット（1名様）あるいはメモ帳とボールペンのセット（2名様）からお選びください。

慶應義塾体育会野球部
秋季早慶野球戦へご招待
伝統の一戦に50組100名様をご招待いたします。ご招待するのは第２回戦となります。

慶應義塾体育会蹴球部
早慶ラグビー戦へご招待 
11月23日の早慶ラグビー戦に抽選で10組20名様をご招待いたします。
【試合日時・場所】 11月23日（祝日）・秩父宮ラグビー場

慶應カード事務局より
本誌3ページでご紹介した「ラストゲーム　最後の早慶戦」のご招待券を20組40名様にプレゼント。

◆「ネパールのおみやげ」「東京ディズニーリゾートⓇのおみやげ」「ラストゲームの招待券」　応募方法：官製はがきにてご応募ください。
必要記入事項：ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名
応募先：〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）　慶應カード読者プレゼント係
応募締切：2008年8月10日（日）（当日消印有効）
●当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●ご応募いただいた方には、プレゼント提供元より各種情報をお送りする場合がございます。

◆「早慶スポーツ戦」応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、お
申込みください。お１人様１通のみのご応募となります。２通以上お申込みの場合無効となりますので、ご注意ください。 
応募先： 〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）早慶（該当のスポーツ名）戦チケット係
応募締切：2008年9月30日（火）（必着） 
●当選の発表は10月5日頃にお送りする返信はがきの発送をもって代えさせていただきます。

　維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立された伝統ある組織です。会員
の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生へ奨学金支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動の充実のために幅広く有効に活用
させていただいております。平成19年度からは「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、維持会独自の奨学金として経済的に就学困難で成績
優秀な塾生に対し、奨学金を支給することとし、義塾の奨学金制度をよりいっそう充実させることとしました。
　カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふさわしい学塾として発展していくために、義塾との絆をさらに深めていただきたく、
維持会へのご加入をお願い申し上げます。なお、維持会にご入会いただきますと、義塾の機関誌『三田評論』を毎月号贈呈いたします。
すでに維持会員としてご協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご支援賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

お問合せ先　　慶應義塾基金室  維持会担当　　〒108-8345　東京都港区三田2-15-45
　　　　　　　TEL　03-5427-1545（平日9:00～17:00）　FAX　03-5427-1546
　　　　　　　Webサイト　http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai.html　　E-mail  :  kikin-box@adst.keio.ac.jp

慶應義塾維持会のご案内

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より住所・改姓名の変更届はお早めに
登録内容が変更になった場合は以下のA・B2箇所に届け出る必要があります。カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、お早めにお届けください。

B. 各カード発行会社インフォメーションセンター

住所変更案内ページ　http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記のページもご参照の上、氏名（漢字･フリガナ）、卒業年、学部、生年月日、
変更事項を次のいずれかの方法により必ず塾員ご本人がお届けください。
1.郵便 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
2.FAX 03-5427-1546
3.E-mail infoalumni@info.keio.ac.jp
4.慶應オンラインより

慶應義塾
塾員センター  宛

JCBインフォメーションセンター 東京 0422-76-1700　大阪 06-6941-1700
三井住友カード 変更受付デスク 東京 03-5392-7411　大阪 06-6228-1222
UCカード  UCコミュニケーションセンター 東京 03-5531-6200　大阪 06-6226-0981
DCカード  コールセンター 東京 03-3770-1177　大阪 06-6533-6633
UFJカード　コールセンター 東京 03-3242-3611　名古屋 052-251-1220
NICOSカード　NICOSコールセンター 東日本 03-5940-1122　西日本 06-6616-0520
ダイナースクラブ　コールセンター 0120-074-024
OMCカード  OMCサービスセンター 東京 03-5638-3411　大阪 06-6339-4071

Ａ. 各地区の学事センターまたは塾員センター
塾生カード　　　　　塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

→各地区の学事センターにお届け下さい。

上記以外の塾員カードをお持ちの方

→慶應義塾塾員センターにお届け下さい

大変お待たせしました。慶應カードニュースをお
届けします。創立150年を迎え、さまざまなイベン

ト等を通じて慶應義塾社中の「絆」の強さを改めて感じる今日この頃です。慶應
カードも皆様のお役に立てる「絆の一枚」としてますます頑張りますのでよろしく
お願いいたします。では、次回の慶應カードニュースでお会いしましょう（すがわら）
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塾生 塾員…塾生カードをお持ちの方対象のご案内です …塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

塾生 塾員
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さまざまな魅力にあふれるネパールを訪ねる（後編）

北はチベットに隣接するヒマラヤ山脈、南はインドへとつながるタライ平野にはさまれた小さな国、
ネパールは30以上の民族が暮らす多民族国家です。また、標高5,000mを超える高地から亜熱帯の
低地まで、変化に富んだ自然は、世界でも有数の動植物の宝庫でもあります。
前回の慶應カードニュースでは、トレッキングコーディネーターのシェルパ･ラクパさんにエベレスト方面の人気ルー
ト、エベレスト街道のトレッキングについてご紹介いただきました。今回は、エベレスト街道と人気を二分するアンナ
プルナ方面のトレッキングについてお聞きします。

アンナプルナ方面のトレッキングの特徴について教えてください。…………………………………………………
アンナプルナ方面でのトレッキングはネパールの首都、カトマンズから飛行機でわずか35分の距
離にあるポカラが基点となります。800m程度の標高にあるポカラですが、アンナプルナ1峰
（8,091m）をはじめとするアンナプルナ連峰の美しい眺めを見ることができ、またその標高差が
7,000m以上もある世界でも珍しい場所でもあります。2,000～3,000m程度と比較的標高の低い
ところのトレッキングでもすばらしい景色を眺められる、トレッキング初心者の方にもおすすめの
ルートが多くあります。もちろん、上級者向けのアンナプルナ・ベースキャンプなどへと向かう本格
的なルートもあります。

トレッキング初心者の方でも楽しめるルートを教えてください。……………………………………………………
ポカラから車でビレタンティという町に向かい、そこからトレッキングを始めます。ゴレパニに宿泊
し、翌朝は午前3時くらいに起きてプーンヒルへ向かいます。ここからは朝日に染まるアンナプル
ナ連峰、ダウラギリ（8,167m）などの絶景が見られます。また、ゴレパニからタダパニを経由して
ガンドルックへ行く道は、アンナプルナ連峰、ダウラギリなどを見ながらのパノラマトレックが楽しめ
ます。ガンドルックからビレタンティまでトレッキングを続け、ビレタンティよりポカラへ車で戻ります。1
日に5時間程度歩き、6日くらいあれば十分に楽しめます。また、別のルートになりますがゴレパニ
からタトパニへ向かうと温泉が楽しめます。カリガンダキ渓谷にあるタトパニは「熱い水」を意味
し、川沿いにある露天温泉はトレッカーや地元の方で賑っています。快適なロッジもあり、のんび
り流れる時間に癒される町ですよ。

もう少し短い時間で楽しめるルートはありますか?……………………………………………………………………
ポカラから車でカーレコラという町に向かい、そこからトレッキングをはじめるルートがあります。
カーレコラからパンチャシへと向かう道でもパノラマトレックが楽しめます。カーレコラからパン
チャシは宿泊施設がなく、テント泊のキャンピング・トレックになりますので欧米のトレッカーにもと
ても人気があります。パンチャシから、アンナプルナ連峰の日の出が楽しめるサランコットに向か
い、サランコットから車でポカラに戻ります。このルートなら4日あれば十分です。

ポカラはネパール第二の湖、フェワ湖畔にあり、レイクリゾートとしても知られています。周辺にも見所が多く、ご紹介したルート以外にも
サランコットの丘やダンプスでの1～2日のミニトレックなど、体力、滞在期間、希望にあわせたルートのアレンジも可能ですので、気軽にお
問い合わせください。

紙面の都合でお話いただいた内容のすべてをご紹介することはできませんでしたが、ネパールやトレッキングについていろ
いろお話くださいました。シェルパさん、本日はどうもありがとうございました。

シェルパ・ラクパ氏　略歴
ネパール、ソル・クンブー地方生まれ。兄たちの影響により、10代からトレッキングガイドやコーディネーターを経験。日本人の嗜好に合うきめ細やかな手
配には定評があり、また、ユーモアのある会話と笑顔でリピーターも多い。

旅を愉しむ

慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つ
にカードの呈示で会員特典が受けられる「慶
應カード協力店」制度がございます。慶應カー

ド事務局では、現在会員の皆様により多くの場所で便利にご利用いただくために「慶應
カード協力店」としてご協力いただけるお店を募集しております。ご関心がございました
ら、右記事務局までご連絡いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

＜お問い合せ先＞
お手紙・Fax・メールでお願いします。
株式会社慶應学術事業会 慶應カード事務局 協力店担当
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45

慶應義塾三田キャンパス内
Fax.03-3457-9633　E-mail:info@keiocard.com
※なお、基準によりご希望に添えない場合もございますことを
ご了承ください。

タダパニよりアンナプルナ連峰を望む

プーンヒルからダウラギリを望む

ポカラよりアンナプルナ連峰を望む

慶應義塾創立150年記念 慶應カードKiZuNaキャンペーン
広がる絆

慶應義塾は本年創立150年を迎えます。慶應カードでは、慶應義塾の創立150年を記念して、慶應義塾の絆を
体験していただけるキャンペーンを実施させていただくこととなりました。是非この機会に慶應カードをご紹介
いただき、後輩たちの支援の和に加わっていただきますよう、お願い申し上げます。

既会員の方（紹介する方）
・慶應義塾オリジナルエコバッグ（非売品）プレゼント！

ご紹介者へのグッズ送付時同封されるＷチャンス応募券を5枚集めて応募
していただくと、抽選で10名様に慶應カードオリジナルグッズ（慶應カードオ
リジナルペンマーク入りLEXON製スタンドウォッチ、非売品）をプレゼント！ 
応募期間：平成20年8月1日（金）～平成21年1月31日（土）事務局到着分まで

新規入会者の方（紹介される方）
・慶應義塾オリジナルエコバッグ（非売品）プレゼント！
・ＪＣＢカードをのぞく塾員・教職員一般カード及び慶應Dinersカード本人会員初年度年会費無料！
ご注意
・JCBカードは、2008年9月以降のお申し込み分につきましては、発行までにお時間がかかる場合がございます。ま
た、2008年10月以降は、新規のご入会手続きを一時休止とさせていただきます。つきましては、本キャンペーンに
おけるJCBカードの資料請求は8月末日まで、申込書のご返送期限は9月中旬までとさせていただきますのであらか
じめご了承くださいますようお願い申しあげます。
・応募券に必要事項等の記載がない場合、また応募券の添付がない場合はキャンペーンの対象外となります。
・学生（塾生）会員の方もキャンペーンにご参加いただけます。ただし、年会費無料特典は、御卒業時までとなります。
・プレゼントの色はお選びいただけません。ランダムにお送りしますので同じ色が届く場合があります。
・応募券が足りない場合は、コピーしてお使いいただくか、慶應カードWebサイトよりダウンロードしてお使いください。
http://www.keiocard.com/kizuna/

慶應カードKiZuNa キャンペーン応募券
ご紹介者様の情報

様 様お名前

カード左下番号

お持ちのカード会社

※お申込される方の申込書に添付して慶應カード事務局までご送付ください。
※コピーしてもご利用いただけます。

慶應義塾オリジナルエコバッグ
（グレー／ブルー／ピンク）
※色はお選びいただけません。

持ち運びは
コンパクト！

慶應カードオリジナル
LEXON製スタンドウォッチ

慶應カード事務局
E-mail : info@keiocard.com　Tel : 03-3453-3854（平日8:30～17:00）

特典

Ｗチャンス！

期間 ： 平成20年8月1日（金）～11月30日（日）事務局到着分まで
対象 ： 慶應カード既会員（塾生会員・塾員／教職員会員）の皆様

慶應カードKiZuNaキャンペーン応募方法

会員の方は、慶應カードへのご入
会を希望される方に「応募券」を
お渡しください。その際、会員の方
のお名前等必要事項を必ず記載
してください。

1

お申込される方は、会員の方から
受け取った「応募券」をお申込書
に添付して、慶應カード事務局に
ご送付ください。

2

「Wチャンス応募券」を5枚集めて
いただきますと、Wチャンス抽選会
にご参加いただけます。「Wチャン
ス応募券」を5枚封筒に入れてご
応募ください。

4

事務局側で受付を確認した後、ご
紹介いただいた方にはプレゼント
と「Wチャンス応募券」を、ご入会
いただいた方にはプレゼントをお
送りいたします。（最大1ヶ月程度
お時間を頂く場合があります）

3
Wチャンス

Wチャン
ス

Wチャン
ス

Wチャン
スWチャン
ス

Wチャン
ス

オリジナルエコバッグ

紹介する方 紹介される方

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

ウェブサイト ： http://members3.jcom.home.ne.jp/himalayankingdom/index.htm　　連絡先 ： sherpajngb@yahoo.com（日本語OK)

Wチャン
ス

慶應カードKiZuNa キャンペーン応募券
ご紹介者様の情報

お名前

カード左下番号

お持ちのカード会社

※お申込される方の申込書に添付して慶應カード事務局までご送付ください。
※コピーしてもご利用いただけます。

慶應カード事務局からのお願い

慶應カード協力店募集中

キリトリ キリトリキリトリ

お問い合せ先
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慶應カード独自協力店のご紹介
慶應カードの趣旨にご賛同いただき新たに協力店となった出版社、ホテルをご紹介します。ぜひご活用ください。

ダイヤモンド社

経済、ビジネス、お金の「今｣が分かる各種雑誌や、数々のベストセラー書籍の出版で知られるダイヤモンド社が、慶應カードの協力店とし
て新たに登場!!人気の雑誌が通常の定期購読よりもさらにおトクな慶應カード会員特別価格でご購読いただけます。

出版社

セレスティンホテル

2002年にオープンした「セレスティンホテル」は21世紀型ホテルライフを提案するとともに
“うれしい”“楽しい”“美味しい”“気持ちいい”を、お客さまに体感していただけるような、
心のこもったサービスの提供をめざしているホテルです。都内各地へのアクセスがよく、
出張時などのご宿泊はもちろん、三田キャンパスから徒歩で数分の距離にあり、三田会
などの開催にも便利です。また、ホテル１階にあるダイナミックで開放感あふれるレストラ
ン「グラン・クロス」でも優待をご用意しました。ランチタイムはカジュアルなお料理を、ディ
ナータイムは、旬の食材を生かしたフレンチをベースとしたお料理をお楽しみください。

慶應カード特典
宿泊代金を正規宿泊料金より10％割引
＊ご予約時に慶應カード会員である旨をお申し出の上、チェッ
クインの際にカードをご提示ください。

レストラン「グラン・クロス」のご利用代金5％割引
＊ご精算時に慶應カードをご提示ください。

ホテル

　太平洋戦争真っ只中の1943年4月、「敵国アメリカのスポーツである」ことを理由に野球
は禁止され、東京六大学野球連盟は解散、リーグ戦は中止となりました。そしてこの年か
ら、戦争の激化に伴い20歳以上の学生の徴兵が始まることになるのです。「戦場に駆り
立てられていく若者たちに生きた証を残してやりたい」との思いから慶應義塾塾長の小泉信三は、早稲田大学野球部顧問

の飛田穂洲を訪ね、早慶戦の開催を求めます。戦局のさなかにあることから断固反対の
姿勢を貫いていた早稲田大学総長の田中穂積も、飛田の己のすべてをかけた熱意に
打たれ、ついに試合の許可をだします。“出陣学徒壮行早慶野球戦”と名づけられた試
合が行われたのは、学生への徴兵検査を直前に控えた10月16日のことでした……。
　『ハチ公物語』などヒューマニズムあふれる作品で知られる神山征二郎がメガホンを
とり、期待の若手、渡辺大や柄本佑、大ベテランの石坂浩二、柄本明、藤田まこと、富司
純子らを起用して完成した、夢をあきらめない者たちの65年前の実話、時代を超えて甦
る“伝説の試合”をぜひ、ご覧ください。

野球が禁じられた時代に、慶早戦にすべてをささげた男たちの実話から生まれた

『ラストゲーム 最後の早慶戦』8月23日より公開

『ラストゲーム 最後の早慶戦』
監督 ： 神山征二郎　　
配給 ： シネカノン
8月23日（土）よりシネカノン有楽町1丁目、渋谷アミューズCQNほか全国ロードショー
右の特別優待割引券をご利用ください。

映画の最新情報や上映映画館等の情報は公式Webサイトをご確認ください。
http://www.lastgame-movie.jp/

ホテル外観

創立150年記念事業室からのお知らせ
歴史のなかに未来が見える 慶應義塾創立150年記念出版のご案内

『慶應義塾史事典』の特長

◎150年の軌跡を詳しく、わかりやすく知ることのできる“読む事典”です。
◎約1,100項目（事項項目850、人物項目250）を収録しています。
◎最新の研究成果を踏まえ、歴史的経過の説明を重視しています。
◎本文には関連写真を配し、巻末附録には「キャンパス･建物変遷図」などの
充実した図表を収録しています。

慶
應
義
塾
史
事
典

一
、一
○
○
項
目
に
お
よ
ぶ
、

一
五
○
年
の
も
の
が
た
り
。

『写真集 慶應義塾150年』の特長

◎戦禍を越えて立ち上がった義塾の姿からその後の歩みを編纂した新
版に、創立100年記念で編まれた百年小史の復刻版を合わせ2冊セット
でお届けします。
◎新版に収録した写真は約400枚。創立
100年記念事業、サルトル来塾、六大学
野球完全優勝、大学紛争の変遷などお
りおりの写真で歴史を辿ります。
◎後半は慶應賛歌。日吉二幸食堂や都電
の走る三田通りなどの、いまはない風景、
ゼミ合宿や就職活動での懐かしい師や友
の顔、義塾の歴史と想い出が重なります。写真集 慶應義塾150年

ページをめくれば甦る、
あの時、あの場所、あの想い。

ご予約注文書
FAX：03-3451-3122

ご注文先：慶應義塾大学出版会
〒108-8346　東京都港区三田 2-19-30
TEL:03-3451-3584　FAX:03-3451-3122

 書名 定価［税込］ 予約特別価格［税込］ 送料 ご注文部数 計

 慶應義塾史事典 17,850円 15,000円 500円 　　　　部 　　　　　　　 円

 写真集 慶應義塾150年 3,675円   2,800円 500円 　　　　部 　　　　　　　 円

      合計　　　　　　　 円

お名前

ご住所

備　考

様

電話番号：

〒

ご請求宛名が「お名前」と異なる場合、ご贈答などでお届け先が「ご住所」と異なる場合など、こちらにご記入ください。

※この注文書でお申込の場合のお支払い方法は、郵便振替のみとなります。あらかじめご了承ください。

※送料（手数料込）は一部につき500円いただきます。

ウェブサイトでのご購入予約には、慶應カードもご利用いただけます。
http://www.keio-up.co.jp/150/　　　
または下記の注文書をご利用ください。（お支払は郵便振替のみ）
2008年10月31日までにお申込みいただいた方には、特別価格でご提供いたします。
［ご注文方法］上記Webサイトまたは、下のご予約注文書にご記入の上、慶應義塾大学出版会宛にファックスまたは郵送でご送付ください。
［お届け時期］書籍刊行次第、お届けいたします。（2008年11月上旬の予定です。）
［お支払方法］下のご予約注文書でご注文の場合には、書籍お届け時に郵便振替用紙を同封いたしますので、書籍到着後にお支払いください。

振替手数料は無料です。

特別予約
受付中！

セレスティンホテル
東京都港区芝3-23-1　電話:03-5441-4111
レストラン「グラン・クロス」
電話:03-5441-4112
http://www.celestinehotel.com/ レストラン・グラン・クロス

くつろげるラウンジ

シックで広々とした客室

週刊ダイヤモンド
本音をズバリ！と突く独自の
鋭さ。他誌の追随を許さない
取材力と構成力で一刻も
じっとしていない「経済」を捕
らえ、その「今」をコンパクト
に凝縮して皆様へお届けい
たします。

 市価概算 → 通常定期購読価格 → 慶應カード会員特別価格
 30,000円  25,000円  23,800円

ダイヤモンド・ＺＡi
資産運用も自己責任の時
代。株の売買をはじめ、住宅
ローンや生命保険など、マ
ネービギナーでも楽しみな
がら簡単に行動に移せる誌
面作りが好評です。

 市価概算 → 慶應カード会員特別価格
 7,700円  6,600円

DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
厳選されたアメリカ発のマネジメント
手法や最先端のテーマの翻訳論文
は、トップマネジメントや戦略スタッ
フ、学習意欲の高いビジネスマンの
「知的強化書」として日本をはじめ、ド
イツ、ロシア、中国などでも高評価を
得ています。

 市価概算 → 通常定期購読価格 → 慶應カード会員特別価格
 24,000円  20,000円  18,000円

お問合せ先：ダイヤモンド・サービスセンター　
電話：0120-700-853　受付時間（10:00～18:00　土・日・祝日休） 慶應カード会員専用申込ページはこちら　http://drc.diamond.co.jp/keio/

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

さらに
プレゼント厳選書籍1冊

さらに
プレゼント厳選書籍1冊

©2008「ラストゲーム 最後の早慶戦」製作委員会

©2008「ラストゲーム 最後の早慶戦」製作委員会
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鑑賞ご優待チケット 同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込ください。

慶應カード会員の皆様に、お芝居やミュージカル、歌舞伎などの公演をご紹介させ
ていただきます。同封の申込書でお申込いただくか、慶應カードWebサイトからもお
申込いただけます。
※塾生（学生）会員の方もお申込いただけます

　お待たせいたしました！会員の皆様から多くのご要望を頂いておりました劇団四季
公演のチケット取り扱いを開始しました。人気のミュージカルから創立以来続いてい
るストレートプレイまで、様々な公演をご紹介します。慶應カード会員の皆様には一
般販売にはない特典を用意させていただいております。

劇団四季公演チケット取扱開始！

　多くの人気公演・イベントを開催しているフジテレビ主催公演の中からおすすめ
公演のチケット取り扱いを開始しました。慶應カード会員の皆様には、優待つきのチ
ケットをご紹介します。

フジテレビエンタメチケット取扱開始！

ブロードウェイ初演で話題沸騰！
誰も知らない、もうひとつのオズ
の物語、とてつもない魔法の感
動と熱狂をお楽しみください。
日時 ： 9月13 日（土）17:30　

10月10日（金）18:30　
10月19日（日）13:00　

このほかにもご紹介できる日程がございます。
詳しくはWebサイトをご確認ください。
場所 ： 電通四季劇場 〔海〕
価格 ： S席 11,550円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
作詞・作曲 ： スティーヴン・シュワルツ
脚本 ： ウィニー・ホルツマン　演出 ： ジョー・マンテロ

ウィキッド

9月公演分

8/15（金）
申込締切

10月公演分

9/15（月・祝）
申込締切

ロングラン10年目に
突入。開演とともにア
フリカの大地に一変す
る劇場空間で繰り広げ
られる創造と挑戦の
ミュージカルです。
日時 ： 9月20日（土）17:30　

10月13日（月・祝）13:00　11月8日（土）17:30
このほかにもご紹介できる日程がございます。
詳しくはWebサイトをご確認ください。
場所 ： 四季劇場 〔春〕
価格 ： S席 11,550円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

ライオンキング

9月公演分

8/15（金）
申込締切

10月公演分

9/15（月・祝）
申込締切

11月公演分

9/30（火）
申込締切

©DISNEY　撮影：TAKERU

直木賞作家の唯
川恵原作。人気歌
手竹内まりやの
デビュー30周年
を記念し、彼女の
オリジナルソング
のみで構成され
たミュージカル。

日時 ： 9月16日（火）19:00　9月25日（木）19:00
場所 ： PARCO劇場
価格 ： S席 9,000円

→慶應カード価格 8,100円
出演 ： 松浦亜弥、ＡＮＺＡ、映美くらら、尾藤桃子、林剛史、

岡田浩暉、マルシア　ほか

本物だけがくれる感
動。25年間のロングラ
ンミュージカルのトップ
を走り続けている、人
と人の心をつなぐ物語
をお楽しみください。
日時 ： 10月15日（水）18:30　10月26日（日）13:00

11月29日（土）17:30　11月30日（日）13:00
このほかにもご紹介できる日程がございます。
詳しくはWebサイトをご確認ください。
場所 ： キャッツシアター
価格 ： S席 11,550円　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
曲 ： アンドリュー・ロイド＝ウェーバー　詞 ： T.S.エリオット
製作・演出 ： 浅利慶太

キャッツ

10月公演分

9/25（木）
申込締切

11月公演分

10/31（金）
申込締切

撮影：荒井健

1957年の初演当時、未曾有の動員数を記録した傑作
悲劇が23年ぶりに登場。現代性をもった人間と宿命の
壮麗なドラマは創作より70
年以上経つ今でも色あせる
ことなく人々を魅了します。

日時 ： 9月13日（土）17:30
9月14日（日）13:00

場所 ： 自由劇場
価格 ： Ｓ席 8,400円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
作 ： ジャン・ジロドゥ
演出 ： 浅利慶太

トロイ戦争は
起こらないだろう

8/20（水）
申込締切

竹内まりやソングミュージカル

本気でオンリーユー
8/10（日）
申込締切

オリジナル演出版の
上演は世界で日本の
み。陥落直前のサイ
ゴンを舞台にアメリ
カ兵とベトナムの少
女が織り成す究極の
愛の物語！

日時 ： 10月13日（月・祝）
13:30

場所 ： 帝国劇場
価格 ： S席 13,500円

→慶應カード価格 12,800円
出演 ： 別所哲也、笹本玲奈、原田優一、岸祐二ほか

ミス・サイゴン8/15（金）
申込締切

市村正親の代表作のひとつが９年ぶりに復活。鹿賀丈
史演ずるジョルジュ、市村演ずるザザは絶体絶命の危
機を乗り切れるか?

日時 ： 12月7日（日）17:30　12月16日（火）18:30
12月25日（木）18:30　12月27日（土）17:30

場所 ： 日生劇場
価格 ： S席 12,600円→慶應カード価格 11,300円
出演 ： 鹿賀丈史、市村正親 ほか

ラ・カージュ・オ・9/30（火）
申込締切

ロンドンで絶賛を浴
びたサルトルの名作
の日本上演決定！英
国随一のシェイクス
ピア俳優キーンを市
村正親が演じる傑作
コメディ。

日時 ： 10月1日（水）18:30　10月5日（日）13:30　
10月9日（木）13:30　10月17日（金）18:30
10月18日（土）17:30

場所 ： 天王洲　銀河劇場
価格 ： S席 9,000円

→慶應カード価格 8,000円
出演 ： 市村正親、須藤理彩、鈴木一真、高橋惠子 ほか

キーン8/31（日）
申込締切

戦争に翻弄されながらも舞台に
夢をかけたタカラジェンヌの哀
しくも美しい愛と青春。元宝塚ス
ター等の豪華キャストによる夢
の競演を実現したミュージカル。

日時 ： 12月4日（木）16:00
（キャスト組合せ：紫吹・貴城・大島・紫城）
12月5日（金）13:00　
（キャスト組合せ：湖月・彩輝・星奈・映美）
12月9日（火）16:00
（キャスト組合せ：湖月・貴城・大島・映美）
12月10日（水）11:00
（キャスト組合せ：紫吹・彩輝・星奈・紫城）

場所 ： 新宿コマ劇場
価格 ： A席 7,000円→慶應カード価格 6,650円
出演 ： 紫吹淳、湖月わたる（Wキャスト）、石井一孝、

佐藤アツヒロ ほか

9/30（火）
申込締切

8月1日（金）より先行発売

愛と青春の宝塚～恋よりも生命よりも～

ジュネーブ、レマ
ン湖畔でオース
トリア皇后エリ
ザベートが暗殺
された。死の闇
の中で、暗殺者
がエリザベート
の物語を語り始
める。

日時 ： 11月23日（日）13:00　
場所 ： 帝国劇場
価格 ： S席 13,000円

→慶應カード価格 12,400円
出演 ： 朝海ひかる、山口祐一郎、髙嶋政宏　ほか

9/5（金）
申込締切

先行発売

エリザベート

同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込ください。

2006年の初来日公演で全国10万人を動員した、ボリ
ショイ、キーロフと並ぶ旧ソ連三大国立歌劇場が総勢
200名で再来日。巨匠ヴェルディの人気オペラ「椿姫」
と、生誕150周年を迎えるプッチーニのオペラ史上最
高傑作「マノン・レスコー」と「トゥーランドット」を上演！

演目・日時・会場

「椿姫」
10月7日（火）18：30 場所 ： オーチャードホール
10月9日（木）18：30 場所 ： オーチャードホール

「トゥーランドット」
10月11日（土）18：30 場所 ： オーチャードホール
11月24日（月・祝）15：00　場所 ： 神奈川県民ホール

「マノン・レスコー」
11月19日（水）18：30 場所 ： 東京文化会館
11月20日（木）18：30 場所 ： 東京文化会館
　
価格 ： A席 15,000円

→慶應カード価格 7,500円
出演 ： ウクライナ国立歌劇場合唱団　ほか
※未就学児入場不可

キエフ・オペラ　～ウクライナ国立歌劇場オペラ～

ヴァカンス先で夫婦喧嘩
から妻が失踪。10日後に
帰ってきた妻はまったく
の別人だった。看護婦、絵
描きを巻き込んで事態は
ますます複雑に…。傑作
推理劇を豪華配役で上
演!!

日時 ： 9月21日（日）14:00
9月26日（金）19:00　
9月27日（土）16:30　
10月5日（日）14:00（楽日）

場所 ： サンシャイン劇場
価格 ： A席 7,500円→慶應カード価格 4,800円

B席 4,000円→慶應カード価格 2,700円
出演 ： 池畑慎之介、杜けあき、川﨑麻世、上條恒彦　ほか

8/31（日）
申込締切

9/15（月・祝）
申込締切

先行発売

罠

「椿姫」 「トゥーランドット」 「マノン・レスコー」

関西に生まれ
育った主人公、
加奈子が東京の
料亭に嫁ぎ、他
人ばかりの家の
中で真の『家族』
真の居場所を見
つけるまでの物
語です。

日時 ： 12月13日（土）16:30　12月14日（日）11:00　
場所 ： 明治座
価格 ： S席 12,000円

→慶應カード価格 10,800円
出演 ： 中村玉緒、赤木春恵、熊谷真実 ほか

9/30（火）
申込締切

女の居場所

黒柳徹子主演海
外コメディシ
リーズ。15周年
を飾るのは、奔
放で憎まれ口も
多いが愛情深く
なぜか憎めない
女流作家“ロー
ズ”の物語。

日時 ： 10月13日（月・祝）14:00
10月23日（木）14:00
10月25日（土）13:00

場所 ： ル テアトル銀座
価格 ： S席9,000円→慶應カード価格 8,500円 
出演 ： 黒柳徹子、錦織一清、菊池麻衣子、草刈正雄

8/20（水）
申込締切

ローズのジレンマ

江戸幕末の大老
職につき、新し
い時代の礎を築
いて桜田門外に
散った井伊直
弼。時代の捨石
になっても誠実
を貫く、大老井
伊直弼の苦悩に
中村吉右衛門が
挑みます。

日時 ： 10月4日（土）11:30　10月12日（日）11:30　　
場所 ： 国立劇場　大劇場
価格 ： 1等A席 9,200円

→慶應カード価格 7,800円
出演 ： 中村吉右衛門、中村梅玉、中村魁春　ほか

大老

三島由紀夫が能の現代化に成功した、八編の物語
『近代能楽集』の中から２作品を上演します。十朱
幸代ら実力派キャストが三島由紀夫の名作に挑み
ます。

日時 ： 10月4日（土）13:00
10月8日（水）19：00

場所 ： 新国立劇場　小劇場
価格 ： A席 5,250円
出演 ： 十朱幸代、多岐川裕美、綿引勝彦　ほか

8/31（日）
申込締切

9/30（火）
申込締切

8/25（月）
申込締切

三島由紀夫 近代能楽集

日時 ： 11月23日（日）11:30　11月24日（月・祝）11:30
場所 ： 国立劇場　大劇場
価格 ： 1等A席 9,200円

→慶應カード価格 7,800円
出演 ： 松本幸四郎、市川染五郎 ほか

えどのやみあやしのかぎづめ

江戸宵闇妖鉤爪

特別企画

通常価格
の

半額です
！！

江戸川乱歩の「人間豹」が歌舞伎となって上演。松
本幸四郎、市川染五郎の親子共演で、明智小五郎と
人間豹の対決が実現します。

カードニュースにご紹介できなかった最新の公演情報は、Ｗｅｂサイトやメールマガジンでもご紹介しています。
Ｗｅｂサイトのみでご紹介している公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内して
おりますので、是非Ｗｅｂサイト・メールマガジンをご活用ください。

・メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。また、メールアドレスをお持ちでない方はご登録
いただけません。

・ご登録にあたっては、Ｗｅｂサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申し込みください。

塾員会員の方 → http://www.keiocard.com/mag/
塾生（学生）会員の方 → http://www.keiocard.com/smag/

Ｗｅｂサイト

メールマガジンの
配信登録

メールマガジンの配信登録

フォール

国立劇場10月歌舞伎 国立劇場11月歌舞伎

http://www.keiocard.com/shop/
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鑑賞ご優待チケット 同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込ください。

慶應カード会員の皆様に、お芝居やミュージカル、歌舞伎などの公演をご紹介させ
ていただきます。同封の申込書でお申込いただくか、慶應カードWebサイトからもお
申込いただけます。
※塾生（学生）会員の方もお申込いただけます

　お待たせいたしました！会員の皆様から多くのご要望を頂いておりました劇団四季
公演のチケット取り扱いを開始しました。人気のミュージカルから創立以来続いてい
るストレートプレイまで、様々な公演をご紹介します。慶應カード会員の皆様には一
般販売にはない特典を用意させていただいております。

劇団四季公演チケット取扱開始！

　多くの人気公演・イベントを開催しているフジテレビ主催公演の中からおすすめ
公演のチケット取り扱いを開始しました。慶應カード会員の皆様には、優待つきのチ
ケットをご紹介します。

フジテレビエンタメチケット取扱開始！

ブロードウェイ初演で話題沸騰！
誰も知らない、もうひとつのオズ
の物語、とてつもない魔法の感
動と熱狂をお楽しみください。
日時 ： 9月13 日（土）17:30　

10月10日（金）18:30　
10月19日（日）13:00　

このほかにもご紹介できる日程がございます。
詳しくはWebサイトをご確認ください。
場所 ： 電通四季劇場 〔海〕
価格 ： S席 11,550円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
作詞・作曲 ： スティーヴン・シュワルツ
脚本 ： ウィニー・ホルツマン　演出 ： ジョー・マンテロ

ウィキッド

9月公演分

8/15（金）
申込締切

10月公演分

9/15（月・祝）
申込締切

ロングラン10年目に
突入。開演とともにア
フリカの大地に一変す
る劇場空間で繰り広げ
られる創造と挑戦の
ミュージカルです。
日時 ： 9月20日（土）17:30　

10月13日（月・祝）13:00　11月8日（土）17:30
このほかにもご紹介できる日程がございます。
詳しくはWebサイトをご確認ください。
場所 ： 四季劇場 〔春〕
価格 ： S席 11,550円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき

ライオンキング

9月公演分

8/15（金）
申込締切

10月公演分

9/15（月・祝）
申込締切

11月公演分

9/30（火）
申込締切

©DISNEY　撮影：TAKERU

直木賞作家の唯
川恵原作。人気歌
手竹内まりやの
デビュー30周年
を記念し、彼女の
オリジナルソング
のみで構成され
たミュージカル。

日時 ： 9月16日（火）19:00　9月25日（木）19:00
場所 ： PARCO劇場
価格 ： S席 9,000円

→慶應カード価格 8,100円
出演 ： 松浦亜弥、ＡＮＺＡ、映美くらら、尾藤桃子、林剛史、

岡田浩暉、マルシア　ほか

本物だけがくれる感
動。25年間のロングラ
ンミュージカルのトップ
を走り続けている、人
と人の心をつなぐ物語
をお楽しみください。
日時 ： 10月15日（水）18:30　10月26日（日）13:00

11月29日（土）17:30　11月30日（日）13:00
このほかにもご紹介できる日程がございます。
詳しくはWebサイトをご確認ください。
場所 ： キャッツシアター
価格 ： S席 11,550円　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
曲 ： アンドリュー・ロイド＝ウェーバー　詞 ： T.S.エリオット
製作・演出 ： 浅利慶太

キャッツ

10月公演分

9/25（木）
申込締切

11月公演分

10/31（金）
申込締切

撮影：荒井健

1957年の初演当時、未曾有の動員数を記録した傑作
悲劇が23年ぶりに登場。現代性をもった人間と宿命の
壮麗なドラマは創作より70
年以上経つ今でも色あせる
ことなく人々を魅了します。

日時 ： 9月13日（土）17:30
9月14日（日）13:00

場所 ： 自由劇場
価格 ： Ｓ席 8,400円

　慶應カード特典 ： ソフトドリンクチケットつき
作 ： ジャン・ジロドゥ
演出 ： 浅利慶太

トロイ戦争は
起こらないだろう

8/20（水）
申込締切

竹内まりやソングミュージカル

本気でオンリーユー
8/10（日）
申込締切

オリジナル演出版の
上演は世界で日本の
み。陥落直前のサイ
ゴンを舞台にアメリ
カ兵とベトナムの少
女が織り成す究極の
愛の物語！

日時 ： 10月13日（月・祝）
13:30

場所 ： 帝国劇場
価格 ： S席 13,500円

→慶應カード価格 12,800円
出演 ： 別所哲也、笹本玲奈、原田優一、岸祐二ほか

ミス・サイゴン8/15（金）
申込締切

市村正親の代表作のひとつが９年ぶりに復活。鹿賀丈
史演ずるジョルジュ、市村演ずるザザは絶体絶命の危
機を乗り切れるか?

日時 ： 12月7日（日）17:30　12月16日（火）18:30
12月25日（木）18:30　12月27日（土）17:30

場所 ： 日生劇場
価格 ： S席 12,600円→慶應カード価格 11,300円
出演 ： 鹿賀丈史、市村正親 ほか

ラ・カージュ・オ・9/30（火）
申込締切

ロンドンで絶賛を浴
びたサルトルの名作
の日本上演決定！英
国随一のシェイクス
ピア俳優キーンを市
村正親が演じる傑作
コメディ。

日時 ： 10月1日（水）18:30　10月5日（日）13:30　
10月9日（木）13:30　10月17日（金）18:30
10月18日（土）17:30

場所 ： 天王洲　銀河劇場
価格 ： S席 9,000円

→慶應カード価格 8,000円
出演 ： 市村正親、須藤理彩、鈴木一真、高橋惠子 ほか

キーン8/31（日）
申込締切

戦争に翻弄されながらも舞台に
夢をかけたタカラジェンヌの哀
しくも美しい愛と青春。元宝塚ス
ター等の豪華キャストによる夢
の競演を実現したミュージカル。

日時 ： 12月4日（木）16:00
（キャスト組合せ：紫吹・貴城・大島・紫城）
12月5日（金）13:00　
（キャスト組合せ：湖月・彩輝・星奈・映美）
12月9日（火）16:00
（キャスト組合せ：湖月・貴城・大島・映美）
12月10日（水）11:00
（キャスト組合せ：紫吹・彩輝・星奈・紫城）

場所 ： 新宿コマ劇場
価格 ： A席 7,000円→慶應カード価格 6,650円
出演 ： 紫吹淳、湖月わたる（Wキャスト）、石井一孝、

佐藤アツヒロ ほか

9/30（火）
申込締切

8月1日（金）より先行発売

愛と青春の宝塚～恋よりも生命よりも～

ジュネーブ、レマ
ン湖畔でオース
トリア皇后エリ
ザベートが暗殺
された。死の闇
の中で、暗殺者
がエリザベート
の物語を語り始
める。

日時 ： 11月23日（日）13:00　
場所 ： 帝国劇場
価格 ： S席 13,000円

→慶應カード価格 12,400円
出演 ： 朝海ひかる、山口祐一郎、髙嶋政宏　ほか

9/5（金）
申込締切

先行発売

エリザベート

同封の申込書もしくは　http://www.keiocard.com/shop/ からお申込ください。

2006年の初来日公演で全国10万人を動員した、ボリ
ショイ、キーロフと並ぶ旧ソ連三大国立歌劇場が総勢
200名で再来日。巨匠ヴェルディの人気オペラ「椿姫」
と、生誕150周年を迎えるプッチーニのオペラ史上最
高傑作「マノン・レスコー」と「トゥーランドット」を上演！

演目・日時・会場

「椿姫」
10月7日（火）18：30 場所 ： オーチャードホール
10月9日（木）18：30 場所 ： オーチャードホール

「トゥーランドット」
10月11日（土）18：30 場所 ： オーチャードホール
11月24日（月・祝）15：00　場所 ： 神奈川県民ホール

「マノン・レスコー」
11月19日（水）18：30 場所 ： 東京文化会館
11月20日（木）18：30 場所 ： 東京文化会館
　
価格 ： A席 15,000円

→慶應カード価格 7,500円
出演 ： ウクライナ国立歌劇場合唱団　ほか
※未就学児入場不可

キエフ・オペラ　～ウクライナ国立歌劇場オペラ～

ヴァカンス先で夫婦喧嘩
から妻が失踪。10日後に
帰ってきた妻はまったく
の別人だった。看護婦、絵
描きを巻き込んで事態は
ますます複雑に…。傑作
推理劇を豪華配役で上
演!!

日時 ： 9月21日（日）14:00
9月26日（金）19:00　
9月27日（土）16:30　
10月5日（日）14:00（楽日）

場所 ： サンシャイン劇場
価格 ： A席 7,500円→慶應カード価格 4,800円

B席 4,000円→慶應カード価格 2,700円
出演 ： 池畑慎之介、杜けあき、川﨑麻世、上條恒彦　ほか

8/31（日）
申込締切

9/15（月・祝）
申込締切

先行発売

罠

「椿姫」 「トゥーランドット」 「マノン・レスコー」

関西に生まれ
育った主人公、
加奈子が東京の
料亭に嫁ぎ、他
人ばかりの家の
中で真の『家族』
真の居場所を見
つけるまでの物
語です。

日時 ： 12月13日（土）16:30　12月14日（日）11:00　
場所 ： 明治座
価格 ： S席 12,000円

→慶應カード価格 10,800円
出演 ： 中村玉緒、赤木春恵、熊谷真実 ほか

9/30（火）
申込締切

女の居場所

黒柳徹子主演海
外コメディシ
リーズ。15周年
を飾るのは、奔
放で憎まれ口も
多いが愛情深く
なぜか憎めない
女流作家“ロー
ズ”の物語。

日時 ： 10月13日（月・祝）14:00
10月23日（木）14:00
10月25日（土）13:00

場所 ： ル テアトル銀座
価格 ： S席9,000円→慶應カード価格 8,500円 
出演 ： 黒柳徹子、錦織一清、菊池麻衣子、草刈正雄

8/20（水）
申込締切

ローズのジレンマ

江戸幕末の大老
職につき、新し
い時代の礎を築
いて桜田門外に
散った井伊直
弼。時代の捨石
になっても誠実
を貫く、大老井
伊直弼の苦悩に
中村吉右衛門が
挑みます。

日時 ： 10月4日（土）11:30　10月12日（日）11:30　　
場所 ： 国立劇場　大劇場
価格 ： 1等A席 9,200円

→慶應カード価格 7,800円
出演 ： 中村吉右衛門、中村梅玉、中村魁春　ほか

大老

三島由紀夫が能の現代化に成功した、八編の物語
『近代能楽集』の中から２作品を上演します。十朱
幸代ら実力派キャストが三島由紀夫の名作に挑み
ます。

日時 ： 10月4日（土）13:00
10月8日（水）19：00

場所 ： 新国立劇場　小劇場
価格 ： A席 5,250円
出演 ： 十朱幸代、多岐川裕美、綿引勝彦　ほか

8/31（日）
申込締切

9/30（火）
申込締切

8/25（月）
申込締切

三島由紀夫 近代能楽集

日時 ： 11月23日（日）11:30　11月24日（月・祝）11:30
場所 ： 国立劇場　大劇場
価格 ： 1等A席 9,200円

→慶應カード価格 7,800円
出演 ： 松本幸四郎、市川染五郎 ほか

えどのやみあやしのかぎづめ

江戸宵闇妖鉤爪

特別企画

通常価格
の

半額です
！！

江戸川乱歩の「人間豹」が歌舞伎となって上演。松
本幸四郎、市川染五郎の親子共演で、明智小五郎と
人間豹の対決が実現します。

カードニュースにご紹介できなかった最新の公演情報は、Ｗｅｂサイトやメールマガジンでもご紹介しています。
Ｗｅｂサイトのみでご紹介している公演やメールマガジン読者限定の公演ご招待・ご優待情報もご案内して
おりますので、是非Ｗｅｂサイト・メールマガジンをご活用ください。

・メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。また、メールアドレスをお持ちでない方はご登録
いただけません。

・ご登録にあたっては、Ｗｅｂサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申し込みください。

塾員会員の方 → http://www.keiocard.com/mag/
塾生（学生）会員の方 → http://www.keiocard.com/smag/

Ｗｅｂサイト

メールマガジンの
配信登録

メールマガジンの配信登録

フォール

国立劇場10月歌舞伎 国立劇場11月歌舞伎

http://www.keiocard.com/shop/
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慶應カード独自協力店のご紹介
慶應カードの趣旨にご賛同いただき新たに協力店となった出版社、ホテルをご紹介します。ぜひご活用ください。

ダイヤモンド社

経済、ビジネス、お金の「今｣が分かる各種雑誌や、数々のベストセラー書籍の出版で知られるダイヤモンド社が、慶應カードの協力店とし
て新たに登場!!人気の雑誌が通常の定期購読よりもさらにおトクな慶應カード会員特別価格でご購読いただけます。

出版社

セレスティンホテル

2002年にオープンした「セレスティンホテル」は21世紀型ホテルライフを提案するとともに
“うれしい”“楽しい”“美味しい”“気持ちいい”を、お客さまに体感していただけるような、
心のこもったサービスの提供をめざしているホテルです。都内各地へのアクセスがよく、
出張時などのご宿泊はもちろん、三田キャンパスから徒歩で数分の距離にあり、三田会
などの開催にも便利です。また、ホテル１階にあるダイナミックで開放感あふれるレストラ
ン「グラン・クロス」でも優待をご用意しました。ランチタイムはカジュアルなお料理を、ディ
ナータイムは、旬の食材を生かしたフレンチをベースとしたお料理をお楽しみください。

慶應カード特典
宿泊代金を正規宿泊料金より10％割引
＊ご予約時に慶應カード会員である旨をお申し出の上、チェッ
クインの際にカードをご提示ください。

レストラン「グラン・クロス」のご利用代金5％割引
＊ご精算時に慶應カードをご提示ください。

ホテル

　太平洋戦争真っ只中の1943年4月、「敵国アメリカのスポーツである」ことを理由に野球
は禁止され、東京六大学野球連盟は解散、リーグ戦は中止となりました。そしてこの年か
ら、戦争の激化に伴い20歳以上の学生の徴兵が始まることになるのです。「戦場に駆り
立てられていく若者たちに生きた証を残してやりたい」との思いから慶應義塾塾長の小泉信三は、早稲田大学野球部顧問

の飛田穂洲を訪ね、早慶戦の開催を求めます。戦局のさなかにあることから断固反対の
姿勢を貫いていた早稲田大学総長の田中穂積も、飛田の己のすべてをかけた熱意に
打たれ、ついに試合の許可をだします。“出陣学徒壮行早慶野球戦”と名づけられた試
合が行われたのは、学生への徴兵検査を直前に控えた10月16日のことでした……。
　『ハチ公物語』などヒューマニズムあふれる作品で知られる神山征二郎がメガホンを
とり、期待の若手、渡辺大や柄本佑、大ベテランの石坂浩二、柄本明、藤田まこと、富司
純子らを起用して完成した、夢をあきらめない者たちの65年前の実話、時代を超えて甦
る“伝説の試合”をぜひ、ご覧ください。

野球が禁じられた時代に、慶早戦にすべてをささげた男たちの実話から生まれた

『ラストゲーム 最後の早慶戦』8月23日より公開

『ラストゲーム 最後の早慶戦』
監督 ： 神山征二郎　　
配給 ： シネカノン
8月23日（土）よりシネカノン有楽町1丁目、渋谷アミューズCQNほか全国ロードショー
右の特別優待割引券をご利用ください。

映画の最新情報や上映映画館等の情報は公式Webサイトをご確認ください。
http://www.lastgame-movie.jp/

ホテル外観

創立150年記念事業室からのお知らせ
歴史のなかに未来が見える 慶應義塾創立150年記念出版のご案内

『慶應義塾史事典』の特長

◎150年の軌跡を詳しく、わかりやすく知ることのできる“読む事典”です。
◎約1,100項目（事項項目850、人物項目250）を収録しています。
◎最新の研究成果を踏まえ、歴史的経過の説明を重視しています。
◎本文には関連写真を配し、巻末附録には「キャンパス･建物変遷図」などの
充実した図表を収録しています。

慶
應
義
塾
史
事
典

一
、一
○
○
項
目
に
お
よ
ぶ
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一
五
○
年
の
も
の
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た
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『写真集 慶應義塾150年』の特長

◎戦禍を越えて立ち上がった義塾の姿からその後の歩みを編纂した新
版に、創立100年記念で編まれた百年小史の復刻版を合わせ2冊セット
でお届けします。
◎新版に収録した写真は約400枚。創立
100年記念事業、サルトル来塾、六大学
野球完全優勝、大学紛争の変遷などお
りおりの写真で歴史を辿ります。
◎後半は慶應賛歌。日吉二幸食堂や都電
の走る三田通りなどの、いまはない風景、
ゼミ合宿や就職活動での懐かしい師や友
の顔、義塾の歴史と想い出が重なります。写真集 慶應義塾150年

ページをめくれば甦る、
あの時、あの場所、あの想い。

ご予約注文書
FAX：03-3451-3122

ご注文先：慶應義塾大学出版会
〒108-8346　東京都港区三田 2-19-30
TEL:03-3451-3584　FAX:03-3451-3122

 書名 定価［税込］ 予約特別価格［税込］ 送料 ご注文部数 計

 慶應義塾史事典 17,850円 15,000円 500円 　　　　部 　　　　　　　 円

 写真集 慶應義塾150年 3,675円   2,800円 500円 　　　　部 　　　　　　　 円

      合計　　　　　　　 円

お名前

ご住所

備　考

様

電話番号：

〒

ご請求宛名が「お名前」と異なる場合、ご贈答などでお届け先が「ご住所」と異なる場合など、こちらにご記入ください。

※この注文書でお申込の場合のお支払い方法は、郵便振替のみとなります。あらかじめご了承ください。

※送料（手数料込）は一部につき500円いただきます。

ウェブサイトでのご購入予約には、慶應カードもご利用いただけます。
http://www.keio-up.co.jp/150/　　　
または下記の注文書をご利用ください。（お支払は郵便振替のみ）
2008年10月31日までにお申込みいただいた方には、特別価格でご提供いたします。
［ご注文方法］上記Webサイトまたは、下のご予約注文書にご記入の上、慶應義塾大学出版会宛にファックスまたは郵送でご送付ください。
［お届け時期］書籍刊行次第、お届けいたします。（2008年11月上旬の予定です。）
［お支払方法］下のご予約注文書でご注文の場合には、書籍お届け時に郵便振替用紙を同封いたしますので、書籍到着後にお支払いください。

振替手数料は無料です。

特別予約
受付中！

セレスティンホテル
東京都港区芝3-23-1　電話:03-5441-4111
レストラン「グラン・クロス」
電話:03-5441-4112
http://www.celestinehotel.com/ レストラン・グラン・クロス

くつろげるラウンジ

シックで広々とした客室

週刊ダイヤモンド
本音をズバリ！と突く独自の
鋭さ。他誌の追随を許さない
取材力と構成力で一刻も
じっとしていない「経済」を捕
らえ、その「今」をコンパクト
に凝縮して皆様へお届けい
たします。

 市価概算 → 通常定期購読価格 → 慶應カード会員特別価格
 30,000円  25,000円  23,800円

ダイヤモンド・ＺＡi
資産運用も自己責任の時
代。株の売買をはじめ、住宅
ローンや生命保険など、マ
ネービギナーでも楽しみな
がら簡単に行動に移せる誌
面作りが好評です。

 市価概算 → 慶應カード会員特別価格
 7,700円  6,600円

DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
厳選されたアメリカ発のマネジメント
手法や最先端のテーマの翻訳論文
は、トップマネジメントや戦略スタッ
フ、学習意欲の高いビジネスマンの
「知的強化書」として日本をはじめ、ド
イツ、ロシア、中国などでも高評価を
得ています。

 市価概算 → 通常定期購読価格 → 慶應カード会員特別価格
 24,000円  20,000円  18,000円

お問合せ先：ダイヤモンド・サービスセンター　
電話：0120-700-853　受付時間（10:00～18:00　土・日・祝日休） 慶應カード会員専用申込ページはこちら　http://drc.diamond.co.jp/keio/

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

さらに
プレゼント厳選書籍1冊

さらに
プレゼント厳選書籍1冊

©2008「ラストゲーム 最後の早慶戦」製作委員会

©2008「ラストゲーム 最後の早慶戦」製作委員会
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さまざまな魅力にあふれるネパールを訪ねる（後編）

北はチベットに隣接するヒマラヤ山脈、南はインドへとつながるタライ平野にはさまれた小さな国、
ネパールは30以上の民族が暮らす多民族国家です。また、標高5,000mを超える高地から亜熱帯の
低地まで、変化に富んだ自然は、世界でも有数の動植物の宝庫でもあります。
前回の慶應カードニュースでは、トレッキングコーディネーターのシェルパ･ラクパさんにエベレスト方面の人気ルー
ト、エベレスト街道のトレッキングについてご紹介いただきました。今回は、エベレスト街道と人気を二分するアンナ
プルナ方面のトレッキングについてお聞きします。

アンナプルナ方面のトレッキングの特徴について教えてください。…………………………………………………
アンナプルナ方面でのトレッキングはネパールの首都、カトマンズから飛行機でわずか35分の距
離にあるポカラが基点となります。800m程度の標高にあるポカラですが、アンナプルナ1峰
（8,091m）をはじめとするアンナプルナ連峰の美しい眺めを見ることができ、またその標高差が
7,000m以上もある世界でも珍しい場所でもあります。2,000～3,000m程度と比較的標高の低い
ところのトレッキングでもすばらしい景色を眺められる、トレッキング初心者の方にもおすすめの
ルートが多くあります。もちろん、上級者向けのアンナプルナ・ベースキャンプなどへと向かう本格
的なルートもあります。

トレッキング初心者の方でも楽しめるルートを教えてください。……………………………………………………
ポカラから車でビレタンティという町に向かい、そこからトレッキングを始めます。ゴレパニに宿泊
し、翌朝は午前3時くらいに起きてプーンヒルへ向かいます。ここからは朝日に染まるアンナプル
ナ連峰、ダウラギリ（8,167m）などの絶景が見られます。また、ゴレパニからタダパニを経由して
ガンドルックへ行く道は、アンナプルナ連峰、ダウラギリなどを見ながらのパノラマトレックが楽しめ
ます。ガンドルックからビレタンティまでトレッキングを続け、ビレタンティよりポカラへ車で戻ります。1
日に5時間程度歩き、6日くらいあれば十分に楽しめます。また、別のルートになりますがゴレパニ
からタトパニへ向かうと温泉が楽しめます。カリガンダキ渓谷にあるタトパニは「熱い水」を意味
し、川沿いにある露天温泉はトレッカーや地元の方で賑っています。快適なロッジもあり、のんび
り流れる時間に癒される町ですよ。

もう少し短い時間で楽しめるルートはありますか?……………………………………………………………………
ポカラから車でカーレコラという町に向かい、そこからトレッキングをはじめるルートがあります。
カーレコラからパンチャシへと向かう道でもパノラマトレックが楽しめます。カーレコラからパン
チャシは宿泊施設がなく、テント泊のキャンピング・トレックになりますので欧米のトレッカーにもと
ても人気があります。パンチャシから、アンナプルナ連峰の日の出が楽しめるサランコットに向か
い、サランコットから車でポカラに戻ります。このルートなら4日あれば十分です。

ポカラはネパール第二の湖、フェワ湖畔にあり、レイクリゾートとしても知られています。周辺にも見所が多く、ご紹介したルート以外にも
サランコットの丘やダンプスでの1～2日のミニトレックなど、体力、滞在期間、希望にあわせたルートのアレンジも可能ですので、気軽にお
問い合わせください。

紙面の都合でお話いただいた内容のすべてをご紹介することはできませんでしたが、ネパールやトレッキングについていろ
いろお話くださいました。シェルパさん、本日はどうもありがとうございました。

シェルパ・ラクパ氏　略歴
ネパール、ソル・クンブー地方生まれ。兄たちの影響により、10代からトレッキングガイドやコーディネーターを経験。日本人の嗜好に合うきめ細やかな手
配には定評があり、また、ユーモアのある会話と笑顔でリピーターも多い。

旅を愉しむ

慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つ
にカードの呈示で会員特典が受けられる「慶
應カード協力店」制度がございます。慶應カー

ド事務局では、現在会員の皆様により多くの場所で便利にご利用いただくために「慶應
カード協力店」としてご協力いただけるお店を募集しております。ご関心がございました
ら、右記事務局までご連絡いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

＜お問い合せ先＞
お手紙・Fax・メールでお願いします。
株式会社慶應学術事業会 慶應カード事務局 協力店担当
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45

慶應義塾三田キャンパス内
Fax.03-3457-9633　E-mail:info@keiocard.com
※なお、基準によりご希望に添えない場合もございますことを
ご了承ください。

タダパニよりアンナプルナ連峰を望む

プーンヒルからダウラギリを望む

ポカラよりアンナプルナ連峰を望む

慶應義塾創立150年記念 慶應カードKiZuNaキャンペーン
広がる絆

慶應義塾は本年創立150年を迎えます。慶應カードでは、慶應義塾の創立150年を記念して、慶應義塾の絆を
体験していただけるキャンペーンを実施させていただくこととなりました。是非この機会に慶應カードをご紹介
いただき、後輩たちの支援の和に加わっていただきますよう、お願い申し上げます。

既会員の方（紹介する方）
・慶應義塾オリジナルエコバッグ（非売品）プレゼント！

ご紹介者へのグッズ送付時同封されるＷチャンス応募券を5枚集めて応募
していただくと、抽選で10名様に慶應カードオリジナルグッズ（慶應カードオ
リジナルペンマーク入りLEXON製スタンドウォッチ、非売品）をプレゼント！ 
応募期間：平成20年8月1日（金）～平成21年1月31日（土）事務局到着分まで

新規入会者の方（紹介される方）
・慶應義塾オリジナルエコバッグ（非売品）プレゼント！
・ＪＣＢカードをのぞく塾員・教職員一般カード及び慶應Dinersカード本人会員初年度年会費無料！
ご注意
・JCBカードは、2008年9月以降のお申し込み分につきましては、発行までにお時間がかかる場合がございます。ま
た、2008年10月以降は、新規のご入会手続きを一時休止とさせていただきます。つきましては、本キャンペーンに
おけるJCBカードの資料請求は8月末日まで、申込書のご返送期限は9月中旬までとさせていただきますのであらか
じめご了承くださいますようお願い申しあげます。
・応募券に必要事項等の記載がない場合、また応募券の添付がない場合はキャンペーンの対象外となります。
・学生（塾生）会員の方もキャンペーンにご参加いただけます。ただし、年会費無料特典は、御卒業時までとなります。
・プレゼントの色はお選びいただけません。ランダムにお送りしますので同じ色が届く場合があります。
・応募券が足りない場合は、コピーしてお使いいただくか、慶應カードWebサイトよりダウンロードしてお使いください。
http://www.keiocard.com/kizuna/

慶應カードKiZuNa キャンペーン応募券
ご紹介者様の情報

様 様お名前

カード左下番号

お持ちのカード会社

※お申込される方の申込書に添付して慶應カード事務局までご送付ください。
※コピーしてもご利用いただけます。

慶應義塾オリジナルエコバッグ
（グレー／ブルー／ピンク）
※色はお選びいただけません。

持ち運びは
コンパクト！

慶應カードオリジナル
LEXON製スタンドウォッチ

慶應カード事務局
E-mail : info@keiocard.com　Tel : 03-3453-3854（平日8:30～17:00）

特典

Ｗチャンス！

期間 ： 平成20年8月1日（金）～11月30日（日）事務局到着分まで
対象 ： 慶應カード既会員（塾生会員・塾員／教職員会員）の皆様

慶應カードKiZuNaキャンペーン応募方法

会員の方は、慶應カードへのご入
会を希望される方に「応募券」を
お渡しください。その際、会員の方
のお名前等必要事項を必ず記載
してください。

1

お申込される方は、会員の方から
受け取った「応募券」をお申込書
に添付して、慶應カード事務局に
ご送付ください。

2

「Wチャンス応募券」を5枚集めて
いただきますと、Wチャンス抽選会
にご参加いただけます。「Wチャン
ス応募券」を5枚封筒に入れてご
応募ください。

4

事務局側で受付を確認した後、ご
紹介いただいた方にはプレゼント
と「Wチャンス応募券」を、ご入会
いただいた方にはプレゼントをお
送りいたします。（最大1ヶ月程度
お時間を頂く場合があります）

3
Wチャンス

Wチャン
ス

Wチャン
ス

Wチャン
スWチャン
ス

Wチャン
ス

オリジナルエコバッグ

紹介する方 紹介される方

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

ウェブサイト ： http://members3.jcom.home.ne.jp/himalayankingdom/index.htm　　連絡先 ： sherpajngb@yahoo.com（日本語OK)

Wチャン
ス

慶應カードKiZuNa キャンペーン応募券
ご紹介者様の情報

お名前

カード左下番号

お持ちのカード会社

※お申込される方の申込書に添付して慶應カード事務局までご送付ください。
※コピーしてもご利用いただけます。

慶應カード事務局からのお願い

慶應カード協力店募集中

キリトリ キリトリキリトリ

お問い合せ先
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社中の絆の深さを実感した150回目の開校記念日 ̶̶̶̶̶̶ 1
旅を愉しむ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 2
慶應カード独自協力店のご紹介̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 3
鑑賞ご優待チケット̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶4～5
創立150年記念書籍のご案内 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
慶應カードKiZuNaキャンペーンのご案内 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 7
インフォメーション̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8

社中の絆の深さを実感した150回目の開校記念日

インフォメーション

4月23日は慶應義塾の150回目の開校記念日でした。東京ディズニーシーⓇで開催された塾生を中心に社中が
一堂に会するイベント、“塾生集合!! 社中の絆 in 東京ディズニーシーⓇ”の様子を簡単にお伝えします。

　14時からの入場ということで、その時間に合わせて東京ディズニーシーⓇに着くように家を出ます。このイベント参加者には、事前
にパスポートとともにオリジナルペンライトやネックストラップなどがはいった特製ビニールバッグが渡されています。東京ディズニー
シーⓇへのJRの最寄り駅である舞浜駅に向かう電車そして舞浜駅はそのビニールバッグがあちこちでみられ、また、東京ディズニー
シーⓇに向かう道はKEIO150 のロゴ入り特製ネックストラップを下げた人たちでいっぱいでした。

　東京ディズニーシーⓇは、東京ディズニーリゾートⓇ内にあり、東京ディズニーランドⓇに隣接しています。2001年、ディズニーとして
は世界で初めて海をテーマに2001年に開業しました。パーク内は7つの異なるテーマにそったエリアに分かれており、それぞれの
テーマにふさわしいアトラクションやショップ、レストランがあります。今年は東京ディズニーリゾートⓇが開業25周年を迎えており、東京
ディズニーシーⓇも祝賀ムードにあふれたデコレーションがされています。春らしい陽気、ハンギングバスケットなどさまざまな彩りの花
たちはまるで開校記念日を祝福しているかのようです。

　14時半からはパークの中央にあるメディテレーニアンハーバーでショーが始まります。東京
ディズニーシーⓇに入場されるのは初めての方も多かったのではないかと思いますが、ディズ
ニーの人気キャラクターたちがそれぞれ船に乗り広い湖面を目いっぱい使ったスケールの大き
なショーは年代を問わずに楽しめるものでした。ショーの後は、それぞれのお目当てのアトラク
ションに向かいます。人気のアトラクションはいずれも長蛇の列となっていました。

　この日は一般の方向けには18時半で閉園となり、このイベントに参加できるパスポートを持った方は22時まで楽しむことができるの
です。18時半を過ぎると、19時から記念のセレモニーが行われるメディテレーニアンハーバー周辺に続 と々人が集まりはじめました。
夕闇が迫る中、参加者の持つペンライトが暗い湖面のまわりをぐるっと取り囲み点滅する様子は幻想的でさえあります。

　サーチライトが天空を照らすなか、メディテレーニアンハーバーを見おろすミステリアスアイラ
ンドの火山の噴火とともに記念のセレモニーがはじまります。塾員でフリーアナウンサーの内田
恭子さんが司会を務めミッキーマウスとミニーマウスが水上スキーに乗って現れます。安西塾
長の挨拶に続き、ご高齢の塾員、北海道や鹿児島から駆けつけてくださった塾員、塾生から
幼稚舎生にいたるまでさまざまな年代の代表が続 と々登場します。慶應義塾が歩んできた歴
史の重みと長さを感じ、21世紀を支えていく塾生たちが頼もしく見えたひと時でした。

　セレモニー終了後も、閉園時間までアトラクションやショーを楽しむにぎやかな歓声が響いて
いました。このイベントでは幼稚舎や塾生のグループをはじめ、家族連れやご夫婦で楽しい時
間を過ごすことはもちろん、ご高齢のおじいさまにお孫さんが付き添われてアトラクションを楽し
むようなほほえましい光景も見られました。そして、北海道や九州などからいらした方をはじめ2
万人以上が参加したとのことで、永く愛される慶應義塾そして社中の絆の強さを改めて感じた
一日でした。

人気キャラクター達がお出迎え

華やかなセレモニー

安西塾長の挨拶

シェルパ・ラクパ氏より
本誌2ページの「旅を愉しむ」でご紹介したネパールのトレッキングコーディネーターのシェルパ・ラクパ氏からネパールのレターセット、
角型ランプシェード、手織布のお財布の中から2点をセットにして6名様にプレゼント。（組み合わせ・色・柄はお任せください。）

慶應カード事務局より
東京ディズニーリゾートⓇ開業25周年記念の限定グッズを3名様にプレゼント。
円形ポストカードセット（1名様）あるいはメモ帳とボールペンのセット（2名様）からお選びください。

慶應義塾体育会野球部
秋季早慶野球戦へご招待
伝統の一戦に50組100名様をご招待いたします。ご招待するのは第２回戦となります。

慶應義塾体育会蹴球部
早慶ラグビー戦へご招待 
11月23日の早慶ラグビー戦に抽選で10組20名様をご招待いたします。
【試合日時・場所】 11月23日（祝日）・秩父宮ラグビー場

慶應カード事務局より
本誌3ページでご紹介した「ラストゲーム　最後の早慶戦」のご招待券を20組40名様にプレゼント。

◆「ネパールのおみやげ」「東京ディズニーリゾートⓇのおみやげ」「ラストゲームの招待券」　応募方法：官製はがきにてご応募ください。
必要記入事項：ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名
応募先：〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）　慶應カード読者プレゼント係
応募締切：2008年8月10日（日）（当日消印有効）
●当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●ご応募いただいた方には、プレゼント提供元より各種情報をお送りする場合がございます。

◆「早慶スポーツ戦」応募方法：往復はがきにてご応募ください。往信用に住所、氏名、塾員番号、カード会社名を、返信用には宛先住所、氏名をご記入のうえ、お
申込みください。お１人様１通のみのご応募となります。２通以上お申込みの場合無効となりますので、ご注意ください。 
応募先： 〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　慶應義塾（慶應学術事業会）早慶（該当のスポーツ名）戦チケット係
応募締切：2008年9月30日（火）（必着） 
●当選の発表は10月5日頃にお送りする返信はがきの発送をもって代えさせていただきます。

　維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立された伝統ある組織です。会員
の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生へ奨学金支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動の充実のために幅広く有効に活用
させていただいております。平成19年度からは「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、維持会独自の奨学金として経済的に就学困難で成績
優秀な塾生に対し、奨学金を支給することとし、義塾の奨学金制度をよりいっそう充実させることとしました。
　カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふさわしい学塾として発展していくために、義塾との絆をさらに深めていただきたく、
維持会へのご加入をお願い申し上げます。なお、維持会にご入会いただきますと、義塾の機関誌『三田評論』を毎月号贈呈いたします。
すでに維持会員としてご協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご支援賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

お問合せ先　　慶應義塾基金室  維持会担当　　〒108-8345　東京都港区三田2-15-45
　　　　　　　TEL　03-5427-1545（平日9:00～17:00）　FAX　03-5427-1546
　　　　　　　Webサイト　http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai.html　　E-mail  :  kikin-box@adst.keio.ac.jp

慶應義塾維持会のご案内

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より住所・改姓名の変更届はお早めに
登録内容が変更になった場合は以下のA・B2箇所に届け出る必要があります。カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、お早めにお届けください。

B. 各カード発行会社インフォメーションセンター

住所変更案内ページ　http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記のページもご参照の上、氏名（漢字･フリガナ）、卒業年、学部、生年月日、
変更事項を次のいずれかの方法により必ず塾員ご本人がお届けください。
1.郵便 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
2.FAX 03-5427-1546
3.E-mail infoalumni@info.keio.ac.jp
4.慶應オンラインより

慶應義塾
塾員センター  宛

JCBインフォメーションセンター 東京 0422-76-1700　大阪 06-6941-1700
三井住友カード 変更受付デスク 東京 03-5392-7411　大阪 06-6228-1222
UCカード  UCコミュニケーションセンター 東京 03-5531-6200　大阪 06-6226-0981
DCカード  コールセンター 東京 03-3770-1177　大阪 06-6533-6633
UFJカード　コールセンター 東京 03-3242-3611　名古屋 052-251-1220
NICOSカード　NICOSコールセンター 東日本 03-5940-1122　西日本 06-6616-0520
ダイナースクラブ　コールセンター 0120-074-024
OMCカード  OMCサービスセンター 東京 03-5638-3411　大阪 06-6339-4071

Ａ. 各地区の学事センターまたは塾員センター
塾生カード　　　　　塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

→各地区の学事センターにお届け下さい。

上記以外の塾員カードをお持ちの方

→慶應義塾塾員センターにお届け下さい

大変お待たせしました。慶應カードニュースをお
届けします。創立150年を迎え、さまざまなイベン

ト等を通じて慶應義塾社中の「絆」の強さを改めて感じる今日この頃です。慶應
カードも皆様のお役に立てる「絆の一枚」としてますます頑張りますのでよろしく
お願いいたします。では、次回の慶應カードニュースでお会いしましょう（すがわら）

慶應カードニュース 2008.7 Vol.19
2008年7月15日　発行
発行人：茂木愛一郎　編集：慶應カード事務局
株式会社慶應学術事業会　慶應カード事務局
〒108-8345　東京都港区三田2-15-45 慶應義塾 三田キャンパス内
TEL: 03-3453-3854　FAX: 03-3457-9633

塾生 塾員

塾生 塾員

塾生 塾員

塾員

塾員

塾員

塾生 塾員…塾生カードをお持ちの方対象のご案内です …塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

プレゼントがあります 詳細は8ページをご覧ください。

塾生 塾員

塾員



箱根ラリック
美術館

慶應MCC

セレスティンホテル／ガーデン

セレスティンホテル／ロビー

　今回から、塾生（学生）会員の皆様にも、「慶應カードニュース」をお送りすることとなりました。このページではもっと慶應カードのことを
知っていただくために、塾生の皆様に便利な慶應カードの利用方法等をご紹介していきたいと思います。
　１回目は、＜ここでも使える慶應カード＞です。慶應カードは、各カード会社の特典の他に「慶應カード独自特典」というものをご用意し
ています。この特典は、実は塾員（卒業生）の会員の皆様だけの特典ではなく、塾生の会員の皆さんでもご利用いただける特典です
（一部を除く）。このページでは、塾生の皆さんでもご利用しやすい協力店をご紹介します。

慶應カードニュースでは、今後も塾生の皆さんにとって便利な情報をご案内して参ります。
「こんな事を知りたい」などありましたら是非編集部までお寄せください。　

こちらでご紹介した協力店はほんの一例です。協力店や新しいサー
ビスに関する情報は常に更新しています。最新の情報は以下のとこ
ろでお知らせしていますので、是非確認してみてください。また、今
回ご紹介した協力店でのサービス詳細の確認も下記からどうぞ。

塾生会員のページ
ここでも使える慶應カード　－慶應カードのお得な使い方をご紹介－ 

塾生

●格安航空
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→慶應カ
ード優待

販売

格安航空券
の購入なら

出かける

※４～５ペ
ージをご覧

ください。

●これからのシーズンにアートを楽しむなら
→箱根ラリック美術館・
ポーラ美術館など

●最先端のビジネスを学ぶなら→慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）

学ぶ

●家電製品
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→ベスト電
器
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●コンパやイベントなどに
→ニユートーキヨーグループなど

●実はキャンパス内でも
→レストランオアシス
（信濃町キャンパス）など

食べる

●ゼミやサークルの合宿に→三井ガーデンホテルズ、セレスティンホテルなど●スポーツ用品の購入に→ミズノ

●ゼミやサークルの合宿に

ゼミやサークルで

①Webサイトで確認する
慶應カード公式Webサイトを用意して
います。協力店の検索、詳細情報の確認や
優待チケットの購入などができます。

→http://www.keiocard.com/

②キャンパス内の
申込書ラックで確認する

キャンパス内には、慶應カードの入会申
込書が入っているラックが設置されてい
ます。ラックの上のポスターには、対面受
付の日程やお知らせしたい情報が掲載さ
れていますので、前を通ったときにのぞ
いてみてください。

③メールマガジンで確認する
最新情報は今後メールマガジンでもご案
内させていただく予定です。この慶應カー
ドニュースに間に合わなかった情報や、メ
ルマガの読者限定のプレゼント等も掲載
していきますので、是非この機会にご登録
ください。登録・配信は無料です。

→http://www.keiocard.com/smag/

info@keiocard.com
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※1 カード番号

※2 有効期限

※4 カード名義

※3 カード
左下番号

カード会社
〈塾生カード〉 〈塾員カード〉

□JCB □三井住友 □UC □DC
□UFJ □NICOS □Diners □OMC

カード番号 ※1

カード有効期限 ※2

カード左下番号 ※3

カード名義 ※4
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