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［慶應カードニュース］Vol.26

　3月に起きた東日本大震災では東北から関東地方の広範囲が、想像をはるかに超える被害を
うけました。宮城県北東部の本吉郡に位置する南三陸町は人口約18,000人のうち、死者・行方
不明者が約900人、住宅の7割が津波で流されるなど壊滅的被害をうけた自治体の一つです。南
三陸町には慶應義塾の学校林があり、これまでも塾長をはじめ学生・関係者が植林を行い、志
木高生が町立自然環境活用センターを研修で訪れるなど、様々な形で関わりがありました。
　今回の慶應カードニュースでは、この夏実施された「慶應義塾・夏休み!南三陸支援プロジェ
クト」について簡単にご紹介します。

　7月26日～8月30日の5週間、南三陸支援プロジェクトの現地常駐スタッフとして、宮城県の北部にある南三陸町戸倉地区に

滞在させて頂いた。その土地のことは地元の人が1番分かっている、状況は刻一刻と変わる、プロでない学生が現地で出来るこ

となんて限られてる。そんな事を思いつつも、他所から来た人間が役立てることもあるんじゃないか？という想いで日々お仕事

を頂き、参加者一丸となって瓦礫除去、コミュニティカフェ運営、学習支援、イベント運営等の活動をさせて頂いた。

　自衛隊の皆さんの様な明確な結果は無いかもしれない。ただ、私達が活動することで自身のお仕事再開準備をする時間を得

た人がいた。私達が作ったベンチで無機質な仮設の中に交流の場が増えたということが私たちがこの夏に達成できた事。ただ、

私達に求められるのは「この経験をどう活かすか」だと思う。万一また震災が起きた時に役立てる人材になる、慶應がすぐに役

立てる仕組みを作る、そして今回の震災でより明確になった日本が抱える様々な問題を解決する道を考え行動することのでき

る人材へと成長していくことなのではないか。その為に、プロジェクトメンバーと今後も歩みを進めていきたい。

（慶應義塾大学大学院経済学研究科２年 加納 実久）

　完全な復興までには長い時間がかかります。一過性の支援ではなく各個人ができることを、できる範囲で継続して行っていくことが重要だ
と感じました。（協力：慶應義塾・夏休み!南三陸支援プロジェクト）

　このプロジェクトは教職員・塾生の有志によって立案され、慶應義塾

未来先導基金・日吉調整予算の助成を受けて具体化されました。予定数

を上回る応募があり提出文章などを経て決定した参加者は、被災した

方々に対する心構えやボランティアに必要な知識を身につけるための3

回のワークショップを受け、さらに当地に関する文化的背景や産業につ

いて調査・発表する事前勉強会への出席を必須とするなど教育的見地も

重視したそうです。

　7月26日から8月30日までのあいだに10便（各便平均25名）のボラン

ティアバスが日吉キャンパスから南三陸町へと向かい、慶應義塾の森が

あり、かつ被害が甚大だった南三陸町戸倉地区を拠点として様々な活動

を行いました。期間中はボランティアバスの往復だけでなく、大学院生

スタッフが常駐し、刻々と変化する現地のニーズに対応するよう努めた

そうです。約1カ月の間に、仮設住宅入居準備の手伝い、「お茶っこ」と呼

ばれるコミュニティカフェの運営、廃材や間伐材を利用したベンチ作り

と仮設住宅等への設置、子どもへの学習支援や保育支援、森林の開墾、

瓦礫撤去や草刈り、復興イベント参加など多岐にわたる活動を行い、ま

た、南三陸町森林組合をはじめ多くの方々に支えられ、10便の全ての参

加者が無事に活動を遂行することができました。現地の方々の復興へ

と向かう真剣な姿を目の当たりにした塾生たちにとっては、心身ともに

大きく成長する機会となったのではないでしょうか。

　参加メンバーは夏休み以後も活動を行っています。10月4日、10月

10日にはボランティアバス参加者向け

の事後ワークショップを開催し今後の

プロジェクトについて考えたり、日吉フ

ェスタ、矢上祭、四谷祭、三田祭で、南三

陸ブースを設置し「ボランティアのPR」

をテーマに、 パネル展示、南三陸産のワ

カメなどの物販も行っています。

参 加 者 の 感 想

慶應カード（塾生［学生］）会員の皆様へ

≪塾員・教職員カード≫
お切り替えによる支援のお願い

慶應カードによる東日本大震災被災塾生の修学支援

塾員・教職員カードをご利用いただくことにより、カード会社の年会費以外の

特別なご負担なく、慶應義塾大学の奨学金を通じて後輩たちをご支援いただく

ことができます。また、野球・ラグビーアメリカンフットボールの早慶戦へのご

招待、図書館や三田キャンパスの社中交歡萬來舍へのご入館など、塾員・教職

員カードならではの特典もご用意させていただいております。是非引き続き、

ご卒業後も慶應カードをご活用いただきますよう、お願いいたします。なお、

塾員・教職員カードへの切り替えについてのご案内は各カード会社より、順次

ご案内させていただきます。

慶應カードへのご入会・ご利用による収益の一部は通常、慶應義塾大学奨学金
へ寄付させていただき、奨学基金の原資となっております。しかしながら、今回
の東日本大震災の甚大な被害を鑑み、また、慶應義塾において「慶應義塾東日
本大震災被災塾生特別奨学金」が創設されたことにより、今年度より当分の間、
同奨学金の原資として活用させていただくこととなりました。
会員の皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

「慶應義塾東日本大震災被災塾生特別奨学金」のご案内
　http://www.kikin.keio.ac.jp/bokin4.html

「慶應義塾東日本大震災被災塾生特別奨学金」に関するお問い合わせ
慶應義塾　基金室
　TEL 03-5427-1542（ダイヤルイン） 平日9:00～17:00
　FAX 03-5427-1546
　E-mail kikin-box@adst.keio.ac.jp

「南三陸支援プロジェクト」公式サイト………………… http://web.keio.jp/~edo/minamisanriku/
Facebook　慶應義塾　南三陸支援プロジェクト……… http://www.facebook.com/keiominamisanriku
Twitter　夏休み！南三陸支援プロジェクト＠慶應……… http://twitter.com/keio_msanrik
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慶應カード新規協力店のご案内
慶應カードの趣旨にご賛同いただいた協力店をご紹介いたします。

公益財団法人 三井文庫 三井記念美術館

三菱一号館美術館

家事代行 Clear Style（クリアスタイル） 青山・横浜・名古屋

三井記念美術館は、2005年に三井家および三井グループに

縁の深い日本橋にある三井本館（重要文化財）に移転・開設さ

れた美術館です。収蔵する日本や東洋の優れた美術品は、江

戸時代以来300年に及ぶ三井家の歴史のなかで収集されてき

たものです。現在の収蔵美術品は約4000点、切手は13万点で、

このうち「志野茶碗　銘卯花墻」、円山応挙筆「雪松図屏風」な

ど6点の国宝のほか、重要文化財71点、重要美術品は4点を数

えます。館蔵品で構成する企画展と、館外からお借りする作品

もご紹介する特別展の、年5回の展覧会を開催しています。

英国人建築家ジョサイア･コンドル設計、明治27（1894）年のレンガ建

築を可能な限り忠実に復元。2010年4月に開館し、19世紀近代美術を

中心に現代にも通じるテーマの展覧会を年に3～4回開催しています。

12月25日までは「トゥールーズ=ロートレック」展を開催。2011年1月

17日からは岐阜県美術館所蔵「ルドンとその周辺―夢見る世紀末」展～

三菱一号館美術館《グラン・ブーケ（大きな花束）》収蔵記念～を開催。

世界有数のルドン・コレクションを誇る岐阜県美術館の所蔵品と、本展

覧会の開催に合わせ、三菱一号館美術館が新規収蔵した《グラン・ブー

ケ（大きな花束）》を日本初公開します。

家事代行とお掃除でキレイな生活のお手伝い♪家のお掃除

だって、アウトソーシングする時代です。お客様のご自宅に

お伺いし、お掃除のプロがリビングや各お部屋、キッチン、水

まわりのお掃除をメインにお手伝いします。その他、片づけ、

洗濯、アイロンがけ、食器洗いなど、家事全般についても作業

時間の範囲内で、お客様お一人おひとりの生活スタイルに合

わせたサービスをご提供させていただきます。また、整理収

納アドバイザーや整理収納清掃コーディネーターが整理収

納のお悩みを解決するなど、キレイをキーワードにしたサー

ビスをご用意しています。

[所在地] 東京都中央区日本橋室町2-1-1三井本館7F
[電話] 03-5777-8600（ハローダイヤル）
[開館時間] 10：00～17：00（最終入館16：30）
[休館日] 月曜日（祝休日の場合開館、翌平日休館）
[URL] http://www.mitsui-museum.jp/

[所在地] 東京都千代田区丸の内2-6-2  
[電話] 03-5777-8600（ハローダイヤル）
[開館時間] 火・土・日・祝10：00～18：00／水・木・金～20：00（入館は閉館の30分前まで）
[休館日] 月曜日（祝日の場合は、翌火曜日休館）
[URL] http://www.mimt.jp/

[所在地] 　東京都港区北青山２-7-26フジビル28 2階
[電話]　0120-965-130
[営業時間]　10：00～18：00
[定休日] 　日曜・祝日
[URL]　http://www.clear-style01.com/

◆入館時、慶應カードの提示で入館料100円割引（特別展は200円割引）
※慶應カード会員本人のみ優待可。
※高校生以上は学生証を呈示して下さい。

◆入館時、慶應カードの提示で当日観覧料100円割引
※慶應カード会員本人のみ優待可。
※観覧料は展示会により異なります。

◆お掃除１回（２時間）の「お試しサービス」
　通常6,150円→4,000円（税・交通費込）
※交通費についてはお問い合わせ下さい。
※お申込時に優待コード（17561127）をお申し出下さい。
※現金でお支払下さい。

優待内容

優待内容

優待内容

オディロン・ルドン
《グラン・ブーケ（大きな花束）》
1901年、画布・パステル
248.3㎝×162.9㎝
三菱一号館美術館蔵

文化
施設

専門店

文化
施設
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慶應カード協力店の検索は• • • http://www.keiocard.com/search/

韓国家庭料理・三省楼（さんしょうろう）
『三省楼』は美味しく安全な炭火焼肉と本場韓国料理のお店です。個体識別番号

を基に産地での全頭検査の有無が確認された、安心して食べていただける肉のみ

をご提供しています。また、こだわりの焼肉メニューのほか、最近話題のトッポッ

ギやスンドゥブ、プデチゲなどの韓国料理も充実しています。コンクリート打ちっ

放しのスタイリッシュで落ち着いた雰囲気の店内には、8名様までご利用いただけ

る個室もあるほか、20～30名様のパーティーも開催いただけます。毎日24時ま

で営業しておりますので、ゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。

飲 食

[所在地] 東京都目黒区上目黒１−１７−８
[電話] 03-3794-0029
[営業時間] （平日）11:30～15:00／18:00～24:00
　　　　　（土日祝日）17:00～24:00
[定休日] 年末年始（12月31日、1月1日～3日）
[URL] http://www.sanshoro.com/

クイーン・アリス ガーデンテラス日吉
日吉キャンパス内の協生館２階に、フランス料理店が開業。レストランからは、街中とは思えない木々

の爽やかな眺めが広がり、ゆったりとした時間の中で、クイーン・アリスのおいしいお料理がお楽しみ

いただけます。着席100名、立食150名様までのご宴会のご利用も可能ですので、日吉キャンパスで

の三田会、同窓会やご婚礼などのお集まりに大変便利です。また、貸会議室としてもご利用でき、会議・

セミナー用に最大150席までご用意することができます。150インチのスクリーン、プロジェクター、

音響設備は無料でご使用いただけます。

飲 食

◆お会計から５％割引
※ご注文時に係員に慶應カードをご提示ください。
※他サービスとの併用はできません。
※三省楼のみでご利用いただけます。
※上記メニューは11月20日時点での情報です。
　最新情報はWebサイトおよびメールマガジンでご案内します。

優待内容

[所在地] 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 慶應義塾日吉キャンパス 協生館2階
[電話] 045-566-2322
[営業時間] ■レストラン 11：30～14：00（ラストオーダー13：30）／18：00～22：00（ラストオーダー20：30） 
　　　　　 ■会議・セミナー（イベントホール） 9：00～22：00（利用可能）
[定休日] 月曜日（祝祭日の場合は翌火曜日。但し、50名様以上の団体のご予約は承ります。）
[URL] http://queenalice.jp/

慶應義塾と皆様とを深く結ぶ『慶應 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード』。
プラチナならではの高品質なサービスはもとより、持つ方にふさわしい特別な寛ぎや喜びを
お届けいたします。この機会にぜひご入会をご検討ください。

平成24年2月29日（水）まで

ご入会後3ヵ月以内にショッピングで10万円以上ご利用いただいた方に、5,000円分の三菱UFJニコスギフトカードをプレゼント。

お申込み受付期間

キャンペーン特典

＜ご注意事項＞
入会特典付与時点で退会されている場合やお支払い遅延などによりカー
ド利用を停止の場合、家族会員の追加の場合はキャンペーンの対象外とな
ります。ショッピングご利用金額には、年会費、キャッシングサービス、カ
ードローン、リボ払い・分割払い手数料は含まれません。

平成24年2月29日(水)までにお申込みのうえ、
平成24年3月30日(金)までにご入会いただいた方が対象となります。

プラチナ・
コンシェルジュサービス

国内・海外でのレストランのご予約、海外のミュージカルのチケットの手配、さらに海外でのトラ
ブルや急な病気などの	緊急時のご支援まで、専任のスタッフが24時間365日、プラチナ会員様
のご相談やご要望にお応えするコンシェルジュ・サービスをご用意しております。

プライオリティ・パス 国内はもとより、世界600ヵ所以上の空港ラウンジがご利用いただけます。
※海外の空港ラウンジについては「プライオリティ・パス」のお申込み（無料）が必要です

スーペリア・
エキスペリエンス

国内・海外の一流ホテル、エアライン、厳選された上質なダイニングやスパなどで、プラチナ会員
様のみがご利用いただける特別なご優待をお愉しみいただけます

快適でスムーズにご利用い
ただけるハーツレンタカー

Hertz	#1	Club	Gold®会員として、アメリカを中心に会員様だけの特別なサービスを年会費無料
でご利用いただけます。

確かな安心
5つのプロテクション

「海外旅行傷害保険　最高1億円※」「国内旅行傷害保険　最高5,000万円」「国内・海外渡航便
遅延保険　最高2万円」「ショッピング保険　年間限度額300万円」「犯罪被害傷害保険　最高
1,000万円」
※	[自動付帯分最高5,000万円]＋[カード利用条件最高5,000万円]の合計額。	

アメリカン・
エキスプレス・セレクト

日本をはじめ世界100ヵ国以上で、8,000を超えるレストラ
ンやショッピングでのご優待特典をご利用いただけます。

ポイント優遇サービス 「国内ポイント1.5倍（ご入会初年度特典）」「海外ポイント2
倍」「アニバーサリーポイント」「グローバルPLUS」

カード年会費 本会員／21,000円（税込）	家族会員／無料

入会申込書の
ご請求先

　慶應カード事務局
　URL:http;//www.keiocard.com/
　☎ 03－3453－3854	受付時間：8:30〜17:00（土日祝日休）

カード特典に関する
お問い合わせ先

　三菱UFJニコス株式会社 MUFGカード・プラチナ・
　アメリカン・エキスプレス・カード入会専用ダイヤル
　 0120－665811	受付時間：9:00〜21:00（年中無休）

キャンペーンスケジュール
ショッピングご利用期間 賞品発送時期

ご入会日から3ヵ月後の末日まで ご入会月から5ヵ月後より発送
(例)平成24年1月10日ご入会の場合 平成24年1月10日～平成24年4月30日 平成24年6月
(例)平成24年1月25日ご入会の場合 平成24年1月25日～平成24年4月30日 平成24年6月

■ プラチナならではのカード特典 ■ その他カード特典

「慶應 MUFGカード・プラチナ・
アメリカン・エキスプレス®・カード」登場

※このカードは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき、三菱UFJニコス株式会社が発行・運営してお
ります。「アメリカン・エキスプレス」はアメリカン・エキスプレスの登録商標です。

◆ ディナーご利用につきドリンク１名様１杯サービス（10名様まで可）
◆ 100万円以上のご利用につき幹事様にペアディナー券（２万円相当）プレゼント

優待内容
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http://keiocard.com/shop/
オンラインショップトップページ

右のQRコードからもアクセスできます。
外出先等でご活用ください。

http://www.keiocard.com/
携帯サイト

メールマガジンの配信登録

・	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/

今回ご紹介できなかった最新の公演情報は、Web・携帯サイトやメールマガジンでもご紹介しています。Web・
携帯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。

一度ご登録頂くと住所等の情報を毎回ご入力いただく必要がなくなります。また、登録時と
決済時に慶應カードの情報が必要となりますので、お手元に慶應カードをご用意のうえ、ご登
録・ご注文いただきますようお願いいたします。

チケットのお申込には
Webサイトでの 
会員登録が必要です。

エイベックスグループのコンサート・イベントの企画・制作・運営を行っているエイベックス・ライヴ・クリエイティヴのチケ

ットの取扱を開始しました！国内外の著名アーティストのライヴやイベント、ミュージカルなど幅広いジャンルのエンター

ティメントをお楽しみ下さい。

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴのチケットの取扱を開始しました！

鑑賞ご優待チケット
慶應カード会員の皆様に、お芝居、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。

同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

日時：	4月14日(土)18:00	
4月16日(月)19:00

会場：東京グローブ座
価格：Ｓ席　7,800円▶ 6,500円
出演：	法月康平、キタキマユ、秋本奈緒美、榎木孝明、桜乃彩音、

エハラマサヒロ

人気SF小説「銀河英雄伝説」が舞
台化！満員御礼の第一章に続き、
第二章の上演が早くも決定！主演
はロックバンドLUNA	SEAのボー
カル・河村隆一、そしてその他豪華
キャストで送る第二章「自由惑星同
盟篇」に乞うご期待!

元アイドルたちの奇跡の
競演が再び！！2012年
さらに美しくなったミュー
ズが帰ってくる！

1／17
（火）
締 切

1／15
（日）
締 切

銀河英雄伝説
＝第二章　自由惑星同盟篇＝

「NEW ヒロイン」

日時：	4月	 14日	（土）	18：00	
4月	 17日	（火）	14：00	
4月	 19日	（木）	18：30	※トークショーあり	
4月	20日	（金）	19：00

会場：	東京国際フォーラム	ホールＣ
価格：S席 10,000円▶ 9,000円
出演：	河村隆一／馬渕英俚可／野久保直樹／大澄賢也／	

天宮　良／中川晃教　ほか

日時：	2月17日(金)19:00	
2月20日(月)19:00	
2月21日(火)19:00）

会場：	博品館劇場
価格：全席指定：7,500円▶ 6,400円
出演：	榊原郁恵、早見優、松本伊代、石野真子、ダレアレ悟、	

川㟢麻世

とある洋菓子店の舞台裏
と、そこに集う人々の人間
模様を描く注目の舞台が
登場します。舞台とスイー
ツの美味しい組み合わせ
をお楽しみください。

2012年、ディズニー・ライブ！『ミッキーのミュー
ジックパーティー！！ミッキー、ミニー、ドナルド、
グーフィーがなんとバンドを結成！アラジン、リト
ル・マーメイド、トイ・ストーリーの仲間たちも登
場してパーティーは大盛り上がり！ミッキーたちと
一緒に歌って、踊って、遊べる、パーティーにみん
なおいでよ！

1／31
（火）
締 切

「ラ・パティスリー」

日時：	3月8日(木)19:00	
3月9日(金)19:00

会場：	サンシャイン劇場
価格：全席指定：6,500円▶ 5,500円
出演：	井上正大、高橋愛、村井良大　ほか

会場＆日時＆価格：
　１.	神奈川県民ホール	

4月	7日	（土）10:00	S席 5,000円▶ 4,800円
4月	7日	（土）16:00	S席 5,000円▶ 4,500円
4月	8日	（日）10:00	S席 5,000円▶ 4,800円
4月	8日	（日）13:00	S席 5,000円▶ 4,800円

　２.	オリンパスホール八王子	
4月	25日	（水）15:00	S席 5,000円▶ 4,500円

※	２歳以下のお子様は保護者１名につき１名まで無料。	
但しお席の必要な方は有料。

映画にもなった小説「カルテット」
待望の舞台化！ミュージカル俳優×
一流演奏家による豪華ダブルカル
テットの共演！

3／18
（日）
締 切

2／29
（水）
締 切

「カルテット！」

ディズニー・ライブ！
「ミッキーのミュージックパーティー！！」

俳優・森山未來が卓越したダ
ンスでオーチャードホールに
登場!世界がいま最も注目す
る振付家シェルカウイが“手
塚治虫”の世界をダンスや映
像、音楽、書などを用いて紡
ぎだす渾身の最新作!

1／15
（日）
締 切

イギリス×日本×ベルギー国際共同製作
テ ヅカ　TeZukA

日時：	２月23日（木）19：00
２月24日（金）19：00	
２月25日（土）15：00	
２月26日（日）15：00

会場：Bunkamura	オーチャードホール	
価格：S席 8,000円▶ 7,100円
※未就学児童入場不可
原拠：手塚治虫
振付：シディ・ラルビ・シェルカウイ
出演：森山未來　ほか

©ShinjiHosono

©Disney/Pixar.
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同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

鑑賞ご優待チケット

こまつ座

「闇に咲く花」

日時：	4月19日（木）18：30／4月20日（金）18：30／	
4月21日（土）18：30／4月25日（水）18：30／	
4月28日（土）18：30／

会場：紀伊國屋サザンシアター
価格：全席指定 6,300円▶ 5,600円
作：井上ひさし
演出：栗山民也
出演：	辻萬長、石母田史朗、浅野雅博、増子倭文江、山本道子、

藤本喜久子、井上薫、髙島玲、大樹桜、小林隆、北川響、	
石田圭祐、水村直也

大好評の松竹新喜劇の名作より、
五木ひろしが新たな役に挑みます。
華麗なショーとの豪華二本立てに、
どうぞご期待下さい！

1／31
（火）
締 切

明治座創業140周年記念
「五木ひろし特別公演」

日時：	２月26日（日）11：00
３月	３日（土）11：00	
３月	３日（土）16：30	
３月	４日（日）11：00

会場：	明治座
価格：	Ａ席 12,000円▶ 10,800円　
※６歳以上有料

出演：		五木ひろし、渋谷天外、高田次郎、宮本真希、葉山葉子　
ほか

明治時代、世界に大輪の華を咲か
せた日本初の女優「川上貞奴」。
第一部ではその激動の生涯を石川
さゆりが熱演します。
そして第二部、オンステージでは
数々の心に染み渡る珠玉の名曲を。

2／29
（水）
締 切

石川さゆり芸能生活40周年
記念「石川さゆり特別公演」

日時：	３月31日（土）12：00	
３月31日（土）17：00	
４月	１日（日）12：00	
４月	７日（土）12：00

会場：明治座
価格：Ａ席 12,000円▶ 10,800円　
※６歳以上有料

出演：石川さゆり　ほか

消滅寸前の旅一座、女座長・
中村梅子起死回生の大芝
居！！一座の運命やいかに…。
女座長・高畑淳子を中心に
演技陣に俊材逸材を揃えて
魅せる大衆演劇の舞台裏。

1／15
（日）
締 切

こまつ座

「雪やこんこん」

日時：	２月20日（月）18：30	
２月22日（水）18：30	
２月23日（木）18：30	
２月25日（土）18：30

会場：	紀伊國屋サザンシアター
価格：	全席指定 7,350円▶ 6,700円
作：井上ひさし
演出：鵜山仁
出演：	高畑淳子、村田雄浩、金内喜久夫、新井康弘、山田まりや、

宇宙、髙柳絢子、今拓哉、キムラ緑子

ＤＩＤは、真っ暗闇のエンターティメ
ント。参加者は完全に光を遮断し
た空間の中へ、何人かとグループを
組んで入り、暗闇のエキスパートで
あるアテンド（視覚障害者）のサポー
トのもと、様々なシーンを体験しま
す。その過程で視覚以外の様々な
感覚の可能性と心地よさに気付き、
そしてコミュニケーションの大切さ、
人の温かさを思い出します。

会場：渋谷区神宮前2－8－2　レーサムビルB1	
（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前）
価格：1名 5,000円▶ 4,300円
注意事項：	チケットは発行後3ヶ月間有効です。チケット到着後、会員様

ご本人よりお電話にて予約いただきます。手続方法詳細は慶
應カード事務局より送付する資料もしくはWebサイトにてご確
認下さい。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（ＤＩＤ）暗闇体験

　　　　
「オペラ座の怪人」

東京公演、前人未到の１２年連
続ロングラン上演中！ミュージ
カル『ライオンキング』が日本中
を生命の歓喜に包みこむ！

日時：	３月28日（水）13：30	
４月	７日（土）17：30	
４月28日（土）13：00

会場：四季劇場［春］
価格：Ｓ席 9,800円
慶應カード特典：ソフトドリンクチケット

妖しい調べが支配する、そ
こは愛の迷宮。甘美な旋
律にのせて豪華絢爛なオ
ペラ座を舞台に繰り広げ
られる世界でもっとも切な
い恋。

1／15
（日）
締 切

2／29
（水）
締 切

2／29
（水）
締 切

日時：	２月11日（土）17：30	
２月28日（火）18：30	
３月11日（日）13：00

会場：電通四季劇場［海］
価格：Ｓ席 9,800円
慶應カード特典：ソフトドリンクチケット

　　　　
「ライオンキング」

終戦から２回目の夏。神田の愛敬
稲荷神社に、戦死したはずの一人
息子・健太郎が帰ってきた。しか
し喜びの日々に影が忍びよる…。
戦後の混乱を必死に生き抜こうと
する庶民の姿を、美しいギターの
旋律にのせてお届けします。

開業5周年 特別企画
50,000円     で1年間
予約し放題コース

塾生（学生）会員の方もお申込みいただけます。

住所：	135-0004	東京都江東区森下1-5-7	LapinCreateビル3・4階
電話：03-3631-8223
営業時間：	11:00〜20:00（最終受付19:00）／月・祝日休
http://www.lapin-create.com/LUHUR.html
※読者プレゼントがございます。P8をご覧下さい。
運営：（株）LapinCreate

(上記金額以外、その他の費用は一切かかりません。)

暑い日でも雨の日でも楽しく遊べ
るサンリオピューロランド。
特別価格のパスポートを賢く利用
してめいっぱい遊んで下さい。

サンリオピューロランド
慶應カード春休みスペシャルデーパスポート

サンリオピューロランド
会員特別価格のパスポート

©'08,'11 SANRIO/SEGA TOYS  
S・S/W・TX・JLPC.
©'11 SANRIO APPROVAL 
No.P0311112

有効期間：	2012年３月17日（日）〜４月３日（火）
休館日：水・木不定休
一般料金：	大人 4,400円▶ 2,400円

中小人共通 4,000円／3,300円▶ 2,300円
※3歳以下は無料です。　

一般料金：	大人 4,400円▶ 3,600円
中人 4,000円▶ 3,300円 
小人 3,300円▶ 2,700円

※3歳以下は無料です。　
※4月30日（月）まで有効です。

ヨハネス・フェルメール
《手紙を読む青衣の女》
Johannes	Vermeer　
“Girl	Reading	a	Letter”
1663-64年頃　油彩・キャン
ヴァス	アムステルダム国立美
術館。
アムステルダム市寄託
ⓒ	Rijksmuseum,	
Amsterdam.	On	loan	from	
the	City	of	Amsterdam
（A.	van	der	Hoop	Bequest）

コミュニケーション：１７世紀オランダ絵画
から読み解く人々のメッセージ。
門外不出と言われたアムステルダム国立美
術館所蔵《手紙を読む青衣の女》修復後世
界初公開をはじめ、《手紙を書く女》、《手紙
を書く女と召使い》の３作品が一堂に会す
るまたとない機会。お見逃しなく！

日時：	2011年12月23日（祝・金）〜2012年
3月14日（水）10：00〜19：00
（１／１（日）のみ休館、12／30、31を除く
金・土は21：00まで。入館は閉館の30分
前まで）

会場：Bunkamura　ザ・ミュージアム
価格：	一　　　 般 1,500円▶ 1,300円

高校・大学生 1,000円▶    800円 
小 中 学 生    700円▶    500円

障害者手帳のご提示で割引料金あり（当日会場窓口でお求めください）。

フェルメールからの
ラブレター展

3／25
（日）
締 切

2／29
（水）
締 切

3／31
（土）
締 切

4／1
（日）
締 切

先着20名様限定

経営者、研究者、ジャーナリスト、
アスリートなど著名人による25講演

主催：慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）

東京・丸ビルにて
18：30〜20：30好評開催中!!
https://www.sekigaku.net/

完全個室にてバリ島に滞在して
いる感覚で豊富なメニューをお
楽しみ頂けるルフールスパ。 

オススメはバリ島から直輸入し
ているホットストーンやアロマオ

イルを使用したトリートメント
で御座います。お出迎え

からお見送りまでお客
様の担当セラピストが

ご案内し、日本に居
ながら癒しの本場、
バリ島の空間を感
じて頂けます。 

完全個室にてバリ島に滞在して
いる感覚で豊富なメニューをお
楽しみ頂けるルフールスパ。 

オススメはバリ島から直輸入し
ているホットストーンやアロマオ

イルを使用したトリートメント
で御座います。お出迎え

からお見送りまでお客
様の担当セラピストが

ご案内し、日本に居
ながら癒しの本場、
バリ島の空間を感
じて頂けます。 

（消費税込）



同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。

鑑賞ご優待チケット 塾生（学生）会員の方もお申込みいただけます。
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まほろば

日時：	4月6日（金）19：00	
4月8日（日）13：00	
4月10日（火）14：00

会場：新国立劇場　小劇場
価格：A席 5,250円▶ 4,800円
出演：	秋山菜津子、中村たつ、魏涼子、前田亜季、	

三田和代　ほか

シェイクスピア四大悲劇の一つ
がチェコの天才音楽家ヤネック・
レデツキーの手によりミュージ
カルとして生まれ変わった。ロッ
ク、ジャズ、ポップスなど様々な
ジャンルの音楽との融合で大
ヒット。チェコ、アメリカ、韓国
に続いて待望の日本上陸!

1／10
（火）
締 切

ミュージカル版　ハムレット

日時：	2月 4日（土）13：00	
2月19日（土）13：00

会場：シアタークリエ
価格：S席 11,000円▶ 10,000円
出演：	井上芳雄　ほか

バーンスタイン、ペンデレツ
キ、ロストロポーヴィチ、そし
てサヴァリッシュ。数々の巨
匠が育て上げた名門オーケ
ストラをドゥダメル、ネルソン
ズに続く新星マイスターが率
いての来日公演！

1／29
（日）
締 切

ウィーン放送交響楽団

演奏予定曲：	
※	3/4（日）ブラームス／「大学祝典序曲」、ベートーヴェン／ピア
ノ協奏曲第５番「皇帝」、ベートーヴェン／交響曲第３番「英雄」
※	3/20（火・祝）ブラームス／「悲劇的序曲」、メンデルスゾーン／
ヴァイオリン協奏曲、ブラームス／交響曲第１番
日時：	３月４日（日）　　	14：00	

３月20日（火・祝）14：00
会場：	東京オペラシティ	コンサートホール
	価格：Ｓ席 15,000円▶ 9,800円
出演：	ウィーン放送交響楽団

2008年に初演され、脚本の
蓬莱竜太が第53回岸田國
士戯曲賞を受賞した「まほろ
ば」。本家を名乗る大きな日
本家屋の居間を舞台に、命
を繋げるということをテーマ
に４世代６人の女性たちの
物語が展開します。

1／29
（日）
締 切

3／5
（月）
締 切

パーマ屋スミレ

日時：	３月９日（金）18：30	
３月14日（水）14：00	
３月17日（土）13：00

会場：新国立劇場　小劇場
価格：A席 5,250円▶ 4,800円
出演：	南果歩、松重豊　ほか

「焼肉ドラゴン」で数々の演
劇賞をもたらした鄭義信の
新作。舞台は、1960年代
初頭の炭鉱町。在日コリ
アンの美容師と再婚した
日本人炭鉱夫を中心に、炭
鉱事故にまつわる20年間
に及ぶ訴訟問題が描かれ
ます。

2／5
（日）
締 切

予定演奏曲目：	アホ／ミネア（日本初演）、Ｒ.シュトラウス／歌劇
〈ばらの騎士〉組曲、ブラームス／交響曲	第１番	

会場：サントリーホール
日時：２月21日（火）19：00
価格：Ｓ席 7,000円▶ 5,900円
出演：	指揮／オスモ・ヴァンスカ　

管弦楽／読売日本交響楽団

2009年、ブザンソン国際指揮者コンクール
に優勝して一躍注目を集めた指揮者・山田和
樹。曲目は、和の心が沸き立つような伊福部
昭作品、小山実稚恵のピアノと色彩的な音楽
絵巻を聴かせるラヴェルのピアノ協奏曲、そ
して指揮者とオーケストラの能力を試すかの
ように立ちはだかる「幻想交響曲で東京フィ
ル100周年シリーズのフィナーレを飾ります。

ブロードウェイで絶賛上
演された痛快ミュージカ
ルコメディーがいよいよ
日本上陸！卑劣な上司に
OL3人組が大逆襲！	　
抱腹絶倒！奇想天外！　
ギリギリ限界の爽快オ
フィスコメディー！果たし
てその結末は！？

2／15
（水）
締 切

2／5
（日）
締 切

東京フィルハーモニー交響楽団
第813回オーチャード定期演奏会

ザ・ミュージカル
９時から５時まで

演奏予定曲：	伊福部昭／交響譚詩、ラヴェル／
ピアノ協奏曲	ト長調、ベルリオーズ／	
幻想交響曲	作品14

日時：３月18日（日）15：00
会場：Bunkamura　オーチャードホール
価格：Ｓ席 7,500円▶ 6,300円　
※未就学児童入場不可
※楽章間の入場はお断りしております。
出演：	指揮／山田和樹、ピアノ／小山実稚恵

日時：	３月９日（金）14：00
３月11日（日）14：00	
３月14日（水）18：30	
３月17日（土）18：30

会場：天王洲　銀河劇場	
価格：全席指定 9,800円▶ 8,200円
出演：草刈民代、紫吹淳、友近　ほか

薩摩守忠度の和歌を巡り、
岡部六弥太との交流を描
いた「流しの枝」という珍
しい場面と、忠義と恩愛
の間で苦悩する熊谷直実
を描いた義太夫屈指の
名場面「熊谷陣屋」を中
心にご覧いただきます。

1／30
（月）
締 切

３月歌舞伎公演『一谷嫩軍記
（いちのたにふたばぐんき）』

日時：	３月17日（土）12:00
３月25日（日）12:00

会場：国立劇場　大劇場	
価格：1等A席 9,200円▶ 7,800円
出演：市川團十郎、坂東三津五郎　ほか

読売日本交響楽団
第５１２回定期演奏会（サントリーホール）

現代フィンランドを代表する作曲
家カレヴィ・アホのミネアが日本初
演となります。

2／5
（日）
締 切

読売日本交響楽団
第10回オペラシティ名曲シリーズ

現代フィンランドを代表する作曲
家カレヴィ・アホのクラリネット協
奏曲が日本初演となります。

「キャバレー」は、1966年の初演以来、
世界中で上演されてきた傑作ミュージ
カル。日本でも人気の高い本作品だが、
なかでも2010年の日生劇場で上演さ
れた『キャバレー』は、小池修一郎（宝
塚歌劇団）による新演出と、豪華キャ
ストで好評を博した。そして2012年
3月。ついに小池版「キャバレー」が、
パワーアップして生まれ変わる！！

2001年11月、2003年1月、2005年
12月、2007年4月と鹿賀丈史主演に
よる過去四度の公演で日本ミュージカ
ル界に新たな伝説を刻んだ傑作ブロー
ドウェイ・ミュージカル「ジキル＆ハイド」。
2012年3月、日生劇場で新たなジキル
役にミュージカル界のプリンス石丸幹
二を迎え、人間の持つ“光と影”、“表と
裏”を描いた衝撃のミュージカルが、
ニュー・プロダクションとして生まれ変
わります！

1／31
（火）
締 切

1／31
（火）
締 切

日時：	３月	７日	 （水）１８：３０
３月	１１日	（日）１２：３０	
３月	１５日	（木）１３：３０	
３月	１７日	（土）１７：３０

会場：東京国際フォーラム	ホールＣ
価格：S席 通常価格12,600円▶ 12,000円
出演：	藤原紀香、諸星和己、高嶺ふぶき、増沢望、杜けあき、

木場勝己　ほか

日時：	３月８日（木）１３：３０／３月１０日（土）１７：３０
３月１６日（金）１３：３０／３月２４日（土）１７：３０

会場：日生劇場
価格：Ｓ席 通常価格12,000円▶ 11,400円
出演：	石丸幹二、濱田めぐみ、笹本玲奈、吉野圭吾、畠中洋、

花王おさむ、中嶋しゅう　ほか

ブロードウェイミュージカル
「キャバレー」

ミュージカル
「ジキル＆ハイド」

予定演奏曲目：	グリーグ／付随音楽〈ペールギュント〉
から抜粋、アホ／クラリネット協奏曲（日
本初演）、シベリウス／交響曲	第２番

会場：東京オペラシティ	コンサートホール
日時：２月14日（火）19：00
価格：Ｓ席 7,000円▶ 5,900円
出演：	指揮／オスモ・ヴァンスカ

クラリネット／マルティン・フロスト	
管弦楽／読売日本交響楽団

@Marco	Borggreve

©松浦一生

伊勢正三
60th Anniversary Live
～Shoyan's History～

上記の公演につきましては主催者様のご都合により
慶應カードでの販売を

急遽中止させて頂くことになりました。

会員の皆様には多大なるご迷惑をおかけして
申し訳ございませんが、

なにとぞご了承頂ければ幸いです。

株式会社慶應学術事業会
慶應カード事務局
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観賞ご優待チケット申込書 FAX：（ 03）3457-9633 慶應カード事務局行

お申込日 年 　 　 月 　 　 日

下記の注意事項をご確認いただき、本紙に必要事項をご記入の上、お申込ください。

4.お支払いについて、必ずご記入ならびに該当するものにチェックをお願いします

カード会社

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

月　　　　年 （カード表記と同様にご記入ください）

1.お申込される方についてご記入ください
ふりがな TEL　（　　　　　） FAX　（　　　　　）

ご氏名 様
E-mail

ご住所

事務局からご連絡する場合のご希望の連絡方法　　□TEL　　□FAX　　□E-mail

〒

アパート・マンション名

公演名 公演日時 慶應カード価格 枚　数 発送手数料 小　計

月　　　日　　　：　　　〜 円／枚 枚 400円 円

月　　　日　　　：　　　〜 円／枚 枚 400円 円

合　計 円

2.ご希望の公演名とご希望枚数をご記入ください

＊一公演につき発送手数料として別途400円ご負担いただきます。

①

①

②

②

③

③

①×②＋③

①×②＋③

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

お問い合わせ先 慶應カード事務局（慶應学術事業会）　TEL／03-3453-3854  （月）〜（金）8：30〜17：00（11：30〜12：30は除く）
E-mail／info@keiocard.com　URL／http://keiocard.com/　　冬期休業 2011年12月28日（水）〜2012年1月5日（木）

カードの見方
塾生カード

※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

塾員・教職員カード

チケットの販売に関するご注意事項 〜必ずご確認下さい〜
■お申込は慶應カード会員の方（本人会員・家族会員）に限らせていただきます。
■ 	FAXでお申込いただいた方には、受信後5日以内に受信確認の連絡をさせていただ
きます。万一、受信確認の連絡がなかった場合にはお申込受付をしていない可能性
がありますので、必ず慶應カード事務局までご連絡ください。なお、冬期休業中の
受付分は1月6日（金）以降のご連絡となります。あらかじめご了承ください。
■	先着順に受付し、予定数になり次第締め切らせていただきます。チケットがお取り
できない場合は、FAX受信確認の際にお申込者宛にご連絡いたします。

■	席番は主催者提供席を受付順に配布させていただきますのでご了承ください。
■お申込後のキャンセル・変更はいかなる場合でもお受けできません。
■	チケットは公演日の約2週間前までの発送を予定しております。また、いかなる事情
（紛失・消失・破損等）があってもチケットの再発行はいたしません。

■	チケット代金および発送手数料は、通常のカードご利用代金と同様に自動引き落と
しとなります。お支払いはご本人様の慶應カードでの一括払いのみとさせていただ
きます。お席を確保した時点でお支払い請求をたて、チケットご送付前にお支払い
いただくことになりますのでご了承ください。なお、提示価格には消費税等が含ま
れております。
■	ご提供いただきました個人情報はチケット代金の決済およびチケットの送付にご利
用いたします。また一部公演につきましてはサービスのご提供に必要な場合に限り
主催者およびチケット提供元と共有する事がございます。
■�ダイアログ・イン・ザ・ダークのチケットは発行より３ヵ月有効です。開催テーマと日時
をwebサイトでご確認のうえ、チケット到着後ご自身にてご予約下さい。なお、未使
用チケットの払い戻しはいたしません。

公演名 期間 慶應カード価格 枚　数 小　計

サンリオピューロランド
慶應カード春休みスペシャルデー

パスポート

2012年3月17日（日）〜
2012年4月3日（火）

→2,400円／枚 枚 円

→2,300円／枚 枚 円

サンリオピューロランド
会員特別価格パスポート 2012年4月30日（月）まで有効

→3,600円／枚 枚 円

→3,300円／枚 枚 円

→2,700円／枚 枚 円

フェルメールからのラブレター展 2011年12月23日（祝・金）〜
2012年3月14日（水）

→1,300円／枚 枚 円

→ 800円／枚 枚 円

→ 500円／枚 枚 円

ダイアログ・イン・ザ・ダーク チケットは発行から３ヶ月有効
開催日・テーマはDID事務局までご確認下さい。 →4,300円／名 名 円

200円 上記+200円

合　計 円

3.ご希望枚数をご記入ください

＊一回のお申込につき発送手数料として別途200円ご負担いただきます。

①大人4,400円

①中人4,000円

①小人3,300円

①高校・大学生1,000円

①一般1,500円

③発送手数料

②

②

②

②

②

②

②

①×②

①×②

①×②

①×②

①×②

①×②

①×②

①小・中学生700円

①共通：5,000円

①大人4,400円

①中小人共通4,000円／3,300円

②

②

②

①×②

①×②

①×②
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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  FOR YOUデスク	 東		京	03-5392-7411	 大		阪	06-6445-3501
UCカード  UCコミュニケーションセンター	 東		京	03-6893-8200	 大		阪	06-7706-8555
DCカード  コールセンター	 東		京	03-3770-1166	 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コールセンター	 東日本	03-5940-1122	 西日本	06-6616-0520
ダイナーズクラブ  コールセンター	 	0120-074-024
OMCカード  アンサーセンター	 東		京	03-5638-3211	 大		阪	06-6339-4074
MUFGカード・プラチナ・ 
アメリカン・エキスプレス・カードデスク	 	0120-773-711	または	03-5489-3351

各地区の学生部学事担当または塾員センターA 各カード発行会社インフォメーションセンターB
塾生カード または

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

各地区の学生部学事担当
にお届けください

住所変更案内ページ　http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記ページをご参照の上、氏名（漢字、フリガナ）、卒業年、学部、生年月日、変更事項を次の
①〜④いずれかの方法により慶應義塾塾員センター宛に必ず塾員ご本人がお届けください。
①メールフォーム　②慶應オンライン　③FAX	03-5427-1546	
④郵送	〒108-8345	東京都港区三田2-15-45　慶應義塾塾員センター

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

にお届けください

編 集
後 記

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

�〒108-8345��東京都港区三田2-15-45　�
慶應義塾三田キャンパス内�
慶應義塾（慶應学術事業会）　慶應カード読者プレゼント�
ワグネル・ソサィエティー係／アメリカンフットボール部

応募先

●	宛名の間違いが増えております。お確かめのうえご応募ください。

応募方法 往復はがきにてご応募ください。

慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
定期演奏会（3月）にご招待

3月に開催予定の定期演奏会に抽選で
20組40名様をご招待いたします。

慶應義塾体育会アメリカンフットボール部
慶早戦にご招待

5月〜6月の土曜日または日曜日に開催予定
の試合に抽選で20組40名様をご招待いたし
ます。試合日時・場所の詳細は3月1日以降に、
Webサイトかお電話でご確認ください。

20組

40名様

20組

40名様

ワグネル・ソサィエティー…2012年1月31日（火）（必着）�
2月10日頃の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

アメリカンフットボール…�2012年3月1日（木）〜3月31日（土）（必着）
4月10日頃の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

応募締切
・

当選発表

第205回定期演奏会
2012年3月18日（日）13:20開場 14:00開演 サントリーホール大ホール
指揮：大河内　雅彦
曲目： 最新情報はWebサイトでご確認ください。

癒される人気の
バリ小物をプレゼント

お待たせしました。慶應カードニュースVol.26をお届けいたします。このたびの東日本大震災

はあまりにも被害が大きすぎ、復興への道のりは簡単なものではありません。そのような中で、

塾生たちの自発的アイデアと慶應義塾未来先導基金・日吉調整予算の助成によりボランティア

活動が実現するという気持のよいニュースをお届けできました。来年は、少しでも復興が進むよ

うに願うとともに、慶應カード事務局としても、少しづつでも息の長い支援を行っていければと

思っております。今後とも皆様のより一層のご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

慶應カードニュース
2011年12月20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
電話：03-3453-3854　FAX：03-3457-9633

読者プレゼント
塾生カード 塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

癒される小物や雑貨から、幸福を呼ぶと人気のガムランボ
ール 等のアクセサリーまでアジアのカワイイを集めた
LONCATLONCAT（ロンチャットロンチャット）よりバリ小
物を3名様にプレゼントします。

◦ガムランボール（写真・上）
ガムランボールとは、青銅や鉄で出来た打楽器ガムランの音色がするアクセサリーを意
味します。バリ島ではハッピーボールと呼ばれる縁起物として親しまれ、日本でも願い
事がかなうと人気が高まっています。素材はシルバー925を使用しています。

◦ハートスパンコール小物入れ（写真・中）
ハートの形が可愛らしい小物入れ。ビーズとスパンコールを一つ一つ手縫いしています。
ビーズとスパンコールの輝きがゴージャスで、プレゼントにも喜ばれる人気商品です。

慶 應 義 塾 維 持 会 の ご 案 内

慶應義塾 基金室（維持会担当）
〒108-8345　東京都港区三田2-15-45

電話：03-5427-1545
FAX：03-5427-1546

URL：http://www.kikin.keio.ac.jp/ijikai/
E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp

お問合せ先

応募方法

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
�〒108-8345��東京都港区三田2-15-45　�
慶應義塾三田キャンパス内�
慶應義塾（慶應学術事業会）　慶應カード読者プレゼント係
2012年1月31日（火）（必着）

応募先

応募締切

●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。

　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

への奨学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活用させていただいており

ます。平成19年度には「慶應義塾維持会奨学金」を新

設し、地方出身者を優先採用とした維持会独自の奨

学金として、成績優秀な塾生に対し支給することとし、

これまでに46都道府県・283名を採用いたしました。

　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、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご

加入期間贈呈いたします。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

支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

官製はがきにてご応募ください。

慶應カード事務局からの
お願い

　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。
よろしくお願いします。

慶應カード協力店

募集中

［お問合せ先］

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

お手紙・FAXでお待ちいたしております。

◦貝ネックレス（写真・下）
中央にサザエの蓋を、周りには巻貝を縦に切り取ったパーツを配し、樹脂で固めた個性
的なネックレス。夏にはＴシャツ、冬はタートルに合わせるなど季節を問わずにコーディ
ネートのしやすいアクセサリーです。

提供：LONCATLONCAT（ロンチャットロンチャット/㈱LapinCreate)
㈱Lapin	Create	様運営のLuHur	SPAの広告（P.5）もご覧下さい。

各1名様に
プレゼント

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A・Bの2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。

編 集
後 記


