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慶應義塾大学の

学生寮と宿舎
慶應義塾大学では、地方及び海外からの学生
へのより積極的な生活支援のため、学生寮の
充実を図っています。今回は日本人学生が利
用出来る5つの寮についてご紹介いたします。

❶日吉寄宿舎

❸大森学生寮

❷下田学生寮

❹綱島学生寮

日吉寄宿舎は、1937年に建設された歴史ある寮です。現在は30名
程度の男子塾生が寝食をともにし、毎年、十数名の新入生が面接
によって新たに入ってきます。学年の異なる2～3名が相部屋で共
同生活を送っています。

大森学生寮は2009年にオープンした学生寮です。日本全国から集
まる新入生だけでなく、世界各国からの留学生も入居しますので、
寮生活は日常的な国際交流の場となり、寮生同士が助けあい、学
びあうことで、視野・見聞が広がり、自分を高めることができます。
また、食堂や談話室、大浴場などの充実した共用スペースでのコ
ミュニケーションにより、その後も続く強い絆が産まれます。

日吉キャンパス近くの下田地区に2006年に竣工した学生寮です。
体育会の学生約200人と留学生約150人が住んでいます。体育会学
生と留学生の棟は別ですが、交流会の開催や日常的な交流を通じ、
地域住民も含めた国際交流の場となっています

綱島学生寮は2012年にオープンした学生寮です。全室バス・トイ
レ別、独立洗面化粧台完備などプライベート空間が確立された共
同生活を送ることができます。

❷

❶

❹

❸

❺
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慶應義塾大学では、5つの学生寮の他にも今後新たな学生寮の整備を計画していま
す。ここでは、2つの学生寮をご紹介します。

寄附のお願い
　平素より慶應義塾・南三陸プロジェクト活動に対し支援をしてく
ださっている方々には、厚く御礼申し上げます。当プロジェクトは、
2011年の夏の活動は慶應義塾未来先導基金・日吉調整予算の助成
を得て行ないましたが、それ以降は、現地宿泊費、往復の交通費、
ボランティア保険料を学生の自己負担とし、現地での活動費を林業
三田会、仙台三田会、不動産三田会、調布三田会、杉並三田会、世
田谷三田会、その他塾員をはじめとする多くの方々の資金援助によ

って支えていただいております。私たちは、今後も継続的に活動を
行ってまいりたいと思います。そのために、皆様のご支援をお願い
します。皆様からのご寄附は、現地での活動費や学生現地コーディ
ネーターの派遣費用として使わせていただきます。皆様のご支援・
ご協力をいただけると幸いです。

５年目を迎える南三陸プロジェクト

プロジェクト紹介
　東日本大震災後、有志の学生・教職員により立ち上げられた慶應
義塾・南三陸プロジェクト。南三陸町には、慶應義塾が所有する森
が昔からあり、また震災前には付属校の志木高生が自然研修で南
三陸町を訪問していました。このように長いことお世話になってい
た町に長期的に携わり恩返しをしたい、という思いから、私たちは
南三陸町で活動しています。2011年の夏休みに活動を開始し、夏
休み、三田祭期間、春休み、ゴールデンウィーク期間を通して、今
までに延べ1382名が南三陸町を訪れています。
最近の活動
　春には、春休みの活動の他、スタッフの事前研修会もおこない
ました。
　事前研修会では、町の現状把握、御用聞き、またスタッフの知
識強化をかねて学生スタッフのみで南三陸町を訪れました。普段
の活動ではなかなかお話する機
会のない方と触れ合えたことで
南三陸町という町の魅力を再認
識し、私たちはこの町で何がで
きるのかを改めてスタッフ同士
で見つめ直す場ともなりました。
　春休みの活動では、活動期1
期の初日が、５年前、東日本大

震災が起きた3月11日でした。防災庁舎前で黙祷し、震災で犠牲
になった方々への祈りを捧げました。
GW活動
　私たちは、慶應義塾が南三陸町に所有する慶應の森（釣瓶山）を
より魅力的な場所にすることで町の復興の一助とすべく、今まで森
の整備を行ってきました。また、子供たちに森に親しんでもらうた
めに慶應の森を「学びの場」、「遊び場」として利用することを目標と
し、奮闘中です。GWには、その一歩として、木の調達をするとこ
ろから自分たちで行い、ツリーハウスを2つ試作しました。普段お
世話になっている民宿ながしず荘のお子さんに、遊びに来てもらっ
たところ、とても好評で、子供たちに愛される森作りの実現に向け
て活路を見出すことができました。（文学部2年 北村真莉子）
今後の予定
　7月にSFCの七夕祭、秋には連合三田会（10月）、日吉フェスタ（11
月）に参加します。また、今年も夏休み期間中に活動を行い、慶應
の森での活動をはじめ、盆踊りやキャンプ、福興市など地域のイベ
ントのお手伝いもする予定です。
　詳細については、以下に記載するプロジェクトの広報サイトをご
参照ください。

ゆうちょ銀行　店名　〇九八（ゼロキュウハチ）
店番　098　普通　2382377　口座名　南三陸プロジェクト
▶連絡先：departure.minamisanriku@gmail.com

ホームページ：http://goto-minamisanriku.blogspot.jp/
Facebook：http://www.facebook.com/keiominamisanriku
Twitter：@keio_msanriku
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慶應の森での活動（ツリーハウス作り）

❺元住吉宿舎

■ 日吉国際学生寮（仮称）

■ Tsunashimaサスティナブル・スマートタウンにおける国際学生寮

元住吉宿舎は2013年に竣工した国際交流宿舎です。自炊式の1Kタイプのマンション型で
プライバシーを重視している新しいタイプの宿舎です。最大230名の塾生がともに暮ら
し、また、留学生もいますので、各種イベントにより様々な交流が産まれます

2017年3月に開設予定の留学生と日本人学生の混住型の寮です。慶應義塾大学としては初の
ユニット形式を採用し、国際学生寮ならではの日常的に国際交流を促す居住環境を提供し
ます。1つのユニットには、遮音性の高い4つの個室と共有リビングが用意され、最大200名
の塾生の生活の場となります。

「 Tsunashima サスティナブル・スマートタウン（ Tsunashima SST ）」とは、綱島にあったパ
ナソニックの事業所跡地に、異業種協業で開発される次世代都市型のスマートシティです。
外国人留学生と日本人学生の混住型学生寮として、2018年のTsunashima SSTのまちびらき
にあわせて開設される予定です。

これから開設される学生寮
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［慶應カード特典］
宿泊料金10％割引

（通常宿泊プラン、直接ご予
約の場合に限ります。ご予
約の際に予約課へお申し出
ください。）

［一言PR］
夏休み期間中、大人2名＋お子様（1泊2食付き）以上でのご
宿泊のお子様には、多数の特典有！詳細は予約課にお問い
合わせください。

日本には3,000を超える温泉地があります。古事記や日本書紀など最古の文書類にも記述がみられ、はるか昔から

我々の生活に根付いてきた温泉。温泉は含まれる成分により11の泉質に分類されますが、源泉により成分の含有率

が異なるほか複数の成分も含んでいる場合もあり、バラエティが豊かです。また、我が国は環太平洋火山帯に属し、

世界有数の火山国であることから「温泉」と聞くと「火山」を想像する方が多いのではないかと思いますが、火山性

温泉のほかに、地中に閉じ込められた雨水もしくは海水が自然地熱等により温められた非火山性の温泉もあります。

最近ではその魅力が知られ、入浴習慣の異なる外国人にも人気が出てきました。編集部では、温泉を再発見してい

ただくべく、複数回にわたり独自協力店と温泉についてご紹介します。

温泉に行こう

泉質：弱アルカリ単純泉

鬼怒川西岸で1752年に発見されたといわれます。日光の寺社領
であったことから、日光詣帰りの諸大名や僧侶達のみが利用可
能な温泉でした。明治以降に一般開放され、東岸にも温泉が発
見されたことから多くの観光客が訪れ、旅館やホテルが建ち並
ぶ関東有数の大型温泉地として発展しました。

鬼怒川温泉

鬼怒川パークホテルズ

群馬・栃木編

那須温泉郷は、栃木県唯一の活火山でいまなお白い噴煙を
上げている茶臼岳の山腹に散在する温泉群の総称です。738
年に著された正倉院文書『駿河国正税帳』にも記述があり、
奈良の都にまで那須温泉が知られたことがうかがい知れま
す。源頼朝、日蓮上人、松尾芭蕉が入湯したと伝えられてい
ます。

泉質：単純硫化水素泉

那須温泉

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円割引（税抜。
添い寝のお子様を除く）
※P5下の利用条件をご確認ください。

［一言PR］
ロイヤルリゾートで過ごす優
雅なひと時。乳白色の温泉
で日頃の喧騒を忘れ心身と
もにリラックスください。

ベルフォーレ那須
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［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円割引（税抜。
添い寝のお子様を除く）
※下記利用条件をご確認ください。

［一言PR］
「草津よいとこ一度はおいで」

本格イタリアンと豊富なワイ
ン。全室6室の静かな宿でオ
シャレで優雅なひと時をお楽
しみください。

伊香保温泉
第11代垂仁天皇の時代に発見された、草津温泉と同じよう
に行基によって見つけられたという二つの説があります。南
北朝時代の書物に記述がある、歴史ある温泉です。1576年、
武田氏の配下にあった木暮氏ら七氏が傾斜地を利用して形成
した温泉街が発展してきました。

ホテル天坊
［慶應カード特典］

宿泊料金10％割引

［一言PR］
1,000坪の敷地に広がる大浴
場「天晴」と、天然記念物の

＂三波石＂を600トン使用した
「岩風呂」で湯巡りを。

泉質： メタけい酸単純泉、
  硫酸塩泉

1 那須
２鬼怒川
３草津
４伊香保

草津温泉
日本武尊が東征帰途の折に発見した、あるいは奈良時代に
行基が温泉を発見したと伝えられます。自然湧出量は日本一
を誇り毎分32,300リットル以上、1日にドラム缶約23万本分も
の温泉が湧き出しています。また、pH値は2.1（湯畑源泉）
と日本有数の酸性度で雑菌などの殺菌力にも優れています。

泉質：酸性泉

アイソネット草津

※パートナー企業コード「351－307（慶應カード）」でお申込みください。電話予約時は「優待プランでの宿泊希望」とオペレーターにお伝えください。インターネット
予約時は、備考に「優待プランでの宿泊希望」と入力ください。お申し出・ご入力がない場合は通常価格となり、ご予約後の変更はできません。また、予約のキ
ャンセルにより手数料が発生する場合、通常宿泊料金に基づく手数料を頂戴いたします。なお、優待期間はシーズンにより異なります。Webサイトでご確認ください。

※泉質は掲示用新泉質名（単純温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、
硫酸塩泉、含鉄泉、含アルミニウム泉、含銅鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射
能泉）にて掲載しました。

※2016年6月20日現在の情報です。

温 泉 豆 知 識
温泉番付
温泉番付とは、温泉地を大相撲の番付に見立ててランキング
したものです。初めて作られたのは、江戸時代の安永年間

（1772～1781）ごろといわれ、東日本の温泉地を東方、西日
本の温泉地を西方に分け、人気ではなく温泉の効能の高さ
を元に、全国100ヵ所近くの温泉が番付されていました。
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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。
PARTNER SHOP

［所在地］東京都渋谷区代々木2-23-1　ニューステイトメナー114
［電話］03-5365-2212（お問合せ専用）
［営業時間］17：00〜23：30（L.O.23：00）
［定休日］土・日・祝日 ※貸切の場合は営業致しますのでご相談下さい。

［所在地］東京都新宿区歌舞伎町1-28-2 第二鈴鹿ビル 1F
［電話］03-6457-3566
［営業時間］17：00〜翌5:00　［定休日］無休

City club（シティ クラブ）

魚串 さくらさく 歌舞伎町店

■  慶應カードご提示で、お連れ様全員に最初の1杯無料で提供致します！

■  お会計から10％オフ 
※予約時か入店時に慶應カードをご提示ください。 
※他券・サービス併用不可。2名様以上コース利用不可。

慶應カード特典

慶應カード特典

新宿のとあるマンションの奥にある、知る人ぞ知る隠れ家的人気店【 City 
club 】。人気の秘密は…自慢の大型スクリーンで迫力あるスポーツ観戦が
楽しめ、そこはまるで会場のよう…！ 4台モニターを設置しているので、
どの角度からでも観戦が楽しめます。さらに、チャージ料無料！！に加
え≪ドリンク≫生ビール350円・各種サワ―200円〜・日本酒400円〜・
焼酎250円〜≪フード≫100円〜400円とお値段も人気のポイント。お手
頃価格で思いきり楽しめる【 City club 】でスポーツ観戦も良し、お酒と料
理を楽しむも良し。ぜひ、あなたの楽しみ方を見つけてください。

築地から仕入れた鮮魚を店内で捌いて骨を抜き、一口サイズに、串にして炭
火で焼く。気軽に、リーズナブルに。たくさんの種類の魚を召し上がってい
ただきたいと、大きな想いを串に込めています。炙り〆鯖、クリームチーズ
の味噌漬け、鮭のタルタルなどの、揚串や焼串をお楽しみください。

【「エビスが飲める！」宴会プラン】エビスが飲めて、2時間飲み放題付き2,980
円〜満足必至！ご予約承り中です！
会社宴会、女子会、合コンに！貸切スペース最大24名様までご利用可能。
店内貸切の場合は最大40名様までご利用可能です。

［所在地］東京都渋谷区恵比寿1-8-3　リバストーンハイム501
［電話］03-5449-3099
［営業時間］12：00〜翌6:00　［定休日］年末年始

Healing Salon Yuki（ヒーリングサロンユキ）

■  美脚スッキリコース60分￥6,000→￥4,200
■  美体アロマコース60分￥8,500→￥5,900 

※受付時に慶應カードをご提示ください。

慶應カード特典

恵比寿駅近くの全個室・本格中国式マッサージ店です。独自配合オイル使
用で全身の老廃物をしっかり流し、むくみ・疲れ・コリがスッキリ。一度行
ったら虜になること間違いなし！翌朝6時まで営業なので、始発待ちや残業
帰りでお疲れの方にもお薦めです。

【メニュー（一部）】
ボディケア60分	 ¥5,000〜
小顔・美顔コース45分	 ¥4,500〜
指圧+足つぼ65分	 ¥6,500〜
頭痛+首・肩集中コース45分	 ¥4,800〜
美脚コース60分	 ¥6,000〜
ボディトリートメントオイルコース65分	 ¥6,000〜
美体アロマコース60分	 ¥8,500〜
全身リンパコース80分	 ¥11,000〜
足むくみ集中コース45分	 ¥4,900〜

専門店

飲	食

飲	食
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ボウチラグループ
協力店としてご参画いただいているくずし割烹とプレミア
ム日本酒が楽しめる「酒晴（さかばる）歌舞伎町店」さんには、
他にも個性的なグループ店がございます。今回優待の対象
がボウチラグループの各店に拡大しました。

飲	食

慶應カード協力店の検索は

 　http://www.keiocard.com/search/

■  獺祭、飛露喜、１４代、田酒の
 どれかを１杯サービス

■ ご宴会特典
４名様以上でスパークリングワイン１本、
または、プレミアム日本酒２合サービス。

※他のサービス併用不可

練 馬 の 日 本 酒 バ ル
「酒晴」が新宿歌舞伎

町 一 番 街 に オ ー プ
ン！希少なものから
人気銘柄、生酒まで
幅広いラインナップ
の日本酒と取り揃え
ています。

［所在地］  東京都新宿区歌舞伎町1-17-5
 和田久ビル２階

［電話］  03-5273-8270
［営業時間］  

18：00〜5：00（月〜土曜日）
17：00〜24：00（日曜日・祝日）

慶應カード特典

慶應カード特典

慶應カード特典

慶應カード特典

慶應カード特典

慶應カード特典

慶應カード特典

慶應カード特典

練 馬 駅 か ら 徒 歩5
分！練馬消防署の裏
手にある隠れ家的な
炉端焼きのお店。田
舎を思わせる店構え
と店頭から見える旬
の食材が目印です。

❺炉ばた  いっぷく

■  乾杯ドリンク１杯サービス
 又は、かわ焼き5本サービス

※他のサービス併用不可

■  獺祭、飛露喜、１４代、田酒の
 どれかを１杯サービス

■ ご宴会特典
４名様以上でスパークリングワイン１本、
または、プレミアム日本酒２合サービス。

※他のサービス併用不可

［所在地］  東京都練馬区豊玉北5-1-1
［電話］  03-6914-5781
［営業時間］  

17：00〜27：00（木〜月曜日）
17：00〜24：00（火曜日）

［定休日］水曜日(不定休)

■  乾杯ドリンク１杯サービス
 又は、おまかせ焼き物１品サービス

※他のサービス併用不可

■  乾杯ドリンク１杯サービス
 又は、小皿料理１品サービス

※他のサービス併用不可

■  乾杯ドリンク１杯サービス
 又は、小皿料理１品サービス

※他のサービス併用不可

桜台駅南口から徒歩
48秒！福岡天神名物

『かわ焼き』とシャリ
金ホッピーを楽しむこ
とができる大衆居酒
屋です。

［所在地］  東京都練馬区桜台1-4-2
［電話］  03-6915-8651
［営業時間］  

15：00〜24：00
(L.O.23：00)（月〜金曜日）
13：00〜24：00
(L.O.23：00)（土・日曜日・祝日）

❷かわ焼き まいける  桜台店

くずし割烹とプレミ
アム日本酒を楽しめ
るお店。練馬駅から
徒 歩3分！ 大 鳥 神 社
を過ぎて十字路を左
に徒歩10歩！！ 全国
各地から厳選した日
本酒は毎日50種類以
上、プレミアム酒も
お手軽にワイングラ
ス で楽しめスッタフと会話をしながら選
べるのが練馬店の楽しみです。

［所在地］  東京都練馬区豊玉北5-17-2
［電話］  03-6914-6613
［営業時間］  

17：00〜27：00（月〜土曜日）
17：00〜24：00（日曜日・祝日）

❻日本酒 酒晴  練馬店

海老とスパークリン
グワインが楽しめる
お店。桜台駅南口を
出 て 右 手 に 徒 歩38
秒！ 小さく可愛らし
い店内はゆったりと
したソファー席もあ
り、まるで食卓に居
るような雰囲気、 海
老を中心とした欧州
料理が楽しめるお店
です。

［所在地］  東京都練馬区桜台1-4-11
［電話］  03-6914-8627
［営業時間］  

17：00〜24：00（月曜日）
17：00〜27：00（土〜日曜日）

［定休日］火曜日

❸エヴィーノ

福岡名物!かわ焼きと
シャリ金ホッピーが
楽しめるお店。中野
駅 南 口 か ら 徒 歩4分
♪中野通りを丸井方
面に南下し五差路が
見えたらお店はすぐ
そこ!! 福岡天神名物

『かわ焼き』を食べら
れる大衆居酒屋です。

❼かわ焼き まいける  中野店

■  乾杯ドリンク１杯サービス
 又は、かわ焼き5本サービス

※他のサービス併用不可

［所在地］  東京都中野区中央5-49-10
［電話］  03-6304-8737
［営業時間］  

17：00〜25：00（日〜木曜日）
17：00〜27：00（金・土曜日）

［定休日］水曜日

イタリアの郷土料理
とBIOワ イ ン が 楽 し
めるお店。練馬駅か
ら 徒 歩3分！ 元 気 一
杯の挨拶が目印のイ
タリアンバルです。

［所在地］  東京都練馬区練馬1-20-2
［電話］  03-6914-5231
［営業時間］  

17：00〜27：00（火〜土曜日）
17：00〜24：00（日曜日・祝）

［定休日］月曜日
※月曜日が祝祭日の場合は火曜日

❹ヴィーノ エ ラーボ

阿佐ヶ谷駅北口を出
てすぐ左手、スター
ロード商店街突き当
たり一軒家のイタリ
アンバル。 入り口に
はテラス席もあり散
歩がてらに軽くワイ
ンも楽しめます。 阿
佐ヶ谷の夜景を見渡
せる二階のカップル
席は予約必須！ 

❽バール ドンツッキ

■  乾杯ドリンク１杯サービス
 又は、小皿料理１品サービス

※他のサービス併用不可

［所在地］  東京都杉並区阿佐谷北2-3-7
［電話］  03-5356-9095
［営業時間］  

17：00〜27：00（月〜土曜日）
17：00〜24：00（日曜日・祝日）

池　袋練　馬
西武池袋線

中央本線
阿佐ヶ谷

桜　台

中　野 新　宿

❶
❷
❸

❹

❺
❻

❼

❽

池　袋練　馬
西武池袋線

中央本線
阿佐ヶ谷

桜　台

中　野 新　宿

❶
❷
❸

❹

❺
❻

❼

❽

❶ 酒晴  歌舞伎町店 NEW!

NEW!

NEW!

NEW!NEW!

NEW!

NEW!
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お お うえ の 北 京 便り

筆者 おおうえともこ プロフィール
慶應義塾大学法学部卒業。在学中に第１回交換留学生として姉妹校の上海復旦大学で１年を過ごす。卒
業後は複数の外資系企業で海外勤務を経験し、中国在住歴は1995年より通算19年にわたる。現在は李
嘉誠財団が中国初の私立ビジネススクールとして設立した長江商学院のマーケティングマネージャー

（日本担当）を務める。長江商学院▶http://jp.ckgsb.edu.cn/

ような方でした。戦前に既にテニスをしていらっしゃ
ったようで、日中開戦で中国に帰国するまでどれくら
いハイカラライフを満喫していたか話してくださいま
した。ボランティアで北京の故宮の案内をするのが趣
味で、隅から隅まで把握しているとおっしゃっていま
した。他にも政治協商委員会に所属しているエリート
の方たちばかりが特別卒業生として名を連ねており、
そういう方々との連絡係として私が毎年一回電話で総
会にご招待していました。ご高齢にもかかわらず皆さ
ん凄く記憶がはっきりしていて今も日本を大好きでい
らっしゃり、お話していてうれしかったです。まだ若か
った私はそのような方にお会いできることがどれだけ
貴重なことかを真摯に感じることが出来ず、一時北京
を離れた際に疎遠になってしまいそのままとなってし
まったことを後悔しています。すでにもうその年代の
方々は鬼籍に入られたのか現在の名簿には残っていら
っしゃらないですが、つかの間でも戦争前の仲良しだ
った頃の日本と中国を映画ではなく肌で感じ、矍鑠と
した大先輩と交流出来たことをこの歳になって改めて
感慨深く思い出しています。

今は中国の優れた若者たちが慶應での留学を終えさ
らに優秀になり会合に参加してくれます。日本人だけ
でやっていた幹事団にも中国人が加わるようにもなり
ました。国籍が違うことが信じられないぐらい日本化
して帰ってくる若者達にとって、中国社会からしばし
逃避して日本人と懐かしむ日本的空間と時間は癒しに
なっているのだと思います。
北京を離れてからも三田会のご縁は続きます。歴代
の主だった会員は駐在期間が終わって日本に帰ってか
らは「北京三田会東京支部」と銘打つ会合を催して
いるのです。私も出張中遭遇したので一度だけ参加し
たことがありますが、都内の中華料理屋で懐かしい人
達が楽しく飲むひとときは「北京つながり」の思い出
を共有し、大切にする気持ちがいっぱいのほのぼのし
たものでした。

いつか私も北京暮らしを引退したら東京で仲間に入れ
てもらおうと思っています。先輩方よろしくお願いい
いたします。

先日、あるビジネス週刊誌の巻頭特集で三田会を
扱い大きな反響を呼んだそうですが、北京にも

三田会があります。私は1998年頃に入会し、毎月一
回ある会合に都合がつけば出席しています。通常は飲
み放題でほぼ貸しきり状態にしてもらえる居酒屋が会
場ですが、時々高級中華レストラン、会員制クラブや
ホテルの宴会場で豪華に開かれることもありました。
17、18歳の現役塾生から80歳近い方までの幅広い年
齢層の人が「慶應＆今たまたま北京にいる」というキ
ーワードだけで2時間も3時間もおしゃべりし続けるの
も楽しいものです。慶應精神に則って年齢傾斜型割り
勘なのも伝統で、年長者が多めに負担する代わりに
学生達は破格の低会費で飲食できます。そして最後
の締めにはまとめ役が応援団風エールを切って全員で
肩を組んで「若き血」を歌って解散です。近くに座っ
ている外国人に求められて2回「若き血」を歌ったこ
ともあります。北京のレストランは日本より管理が緩
くて、和やかな雰囲気なんですね。

北京三田会らしい思い出の人は戦前に留学された満
州族の寿さんです。80歳近いご高齢でしたが心が若々
しく、戦前の美しい日本語を操り気品のある王子様の

若き血に燃ゆる者
光輝みてる我等
希望の明星仰ぎて此処に
勝利に進む我が力
常に新し
見よ精鋭の集う処
烈日の意気高らかに
遮る雲なきを
慶應　慶應
陸の王者　慶應

北
京
三
田
会
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慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト2016
《ドン・ジョバンニ》

　日吉キャンパスでは近年、日吉音楽学研究室が中心となって、全学
部の学生を対象に実践的な音楽の授業を幅広く展開してきています。
オーケストラ、合唱、弦楽四重奏、そして、古楽器を用いた室内楽と古
楽オーケストラの授業が開講されています。学生たちは演奏しながら
音楽を学んでいるだけでなく、公開演奏会を催すことで、地域コミュニ
ティーの文化啓蒙活動に大きく貢献してきています。
　このような中、2013年12月および2014年1月に、それまでとは一線を
画す壮大なプロジェクトとなったオペラの上演を行いました。演目は
モーツァルトの晩年の傑作、《コジ・ファン・トゥッテ》（1790年初演）で
した。全4回の公演でしたが、そのうち3公演で「満員御礼」となる大盛
況となりました。
　3年ぶりとなる今回のオペラ・プロジェクトでは、ふたたびモーツァル
トのオペラを取り上げます。今回の演目は、モーツァルトが1787年に作
曲した《ドン・ジョバンニ》です。
　《ドン・ジョバンニ》は、ロレンツォ・ダ・ポンテの台本による、いわゆ
るモーツァルト－ダ・ポンテ3部作の2つ目のオペラです。スペインに伝
えられていた、ドン・ファン物語がベースとなっています。プレイボーイ
の主人公が、地獄に落とされるというお話しです。オペラのフィナーレ
でモーツァルトが付けた音楽は、とてつもなく劇的で、見ているものを
引き込みます。同時に、誰もが楽しめるような喜劇的要素も多分にあり、

さらには、モーツァルトの美しい旋律がオペラ全体で溢れています。
　今回のオペラ・プロジェクトは、日本芸術文化振興会による芸術文化
振興基金の助成事業、住友生命保険会社寄付講座事業、そして横浜市
のクラシックヨコハマ2016並びに横浜音祭り2016（横浜芸術アクショ
ン事業）の一環として行われます。メイン・キャストを務めるのは、オー
ディションで選ばれた若手のプロの歌手です。主人公であるドン・ジョ
バンニを演じるのは、ロシアの若手のホープ、ヴィタリ・ユシュマノフ氏
です。
　オーケストラ、合唱、演出、舞台製作、照明等は、プロジェクトの授業
に授業に参加している学生の手によります。学生たちにとっては、この
プロジェクトに参加することで、高いレベルの企画を完遂するという貴
重な経験を得ることになります。
　公演場所は、慶應義塾創立150周年を記念して日吉キャンパスに建
てられた、協生館内にある藤原洋記念ホールです。この500人規模の
美しい音楽ホールは、類まれない素晴らしい音響設備を持っています。
このような環境でモーツァルトのオペラを体験できるということは、慶
應義塾ならではのイベントともいえます。
慶應カード会員の皆様を対象に7月22日よりチケットの先行販売をい
たします（一般販売開始予定は9月2日）。ぜひこの機会をお見逃しなく。

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト2016《ドン・ジョバンニ》
モーツァルト作曲《ドン・ジョバンニ》全幕（原語上演・日本語字幕付き）
公演日時： 2016年12月18日（日）17時開演（16時開場） 

2016年12月23日（祝・金）・12月25日（日）15時開演（14時開場）
場所：慶應義塾大学日吉キャンパス協生館内藤原洋記念ホール
入場料：2,000円（全自由席、未就学児童入場不可）
出演（全公演共通）： ヴィタリ・ユシュマノフ（ドン・ジョバンニ）、白岩洵（レポレッロ）、佐田山千恵（ド

ンナ・アンナ）、田口昌範（ドン・オッターヴィオ）、二瓶純子（ドンナ・エルヴィラ）、
神田沙央理（ツェルリーナ）、望月一平（マゼット/騎士長）慶應義塾大学コレギ
ウム・ムジクム・オペラプロジェクトオーケストラ・合唱団

総監督・指揮：石井明（経済学部教授）
主催：慶應義塾大学教養研究センター・慶應義塾大学日吉音楽学研究室
問い合わせ： 慶應義塾大学日吉音楽学研究室 

045（566）1359（http://musicology.hc.keio.ac.jp）

慶應カード会員の皆様を対象に7月22日よりチケットの先行販売をいたします。
（一般販売開始予定9月2日）P13をご覧下さい。

※1：無料体験中はご利用いただけません。
※2：1ポイント＝1円。　※3：無料体験期間（6ヶ月）終了後。
　・無料体験中に退会してもOK。キャンセル料もかかりません。
　・Amazon StudentはAmazon.com,Inc.又はその関連会社の商標です。
　・特典、値段等は2016/7/1時点のものです。
　・その他特典は右記専用URLまたはQRコードにアクセスしご覧ください。

専用URLまたはQRコードからAmazon Studentに
無料体験登録をすると…

Amazon Studentは特典が盛りだくさん！

① 専用URLまたはQRコードから、 
Amazon Studentに入会する

② Amazon.co.jpから 
Amazonポイントが加算されます

本プログラム・キャンペーンに関するお問い合わせは
Amazon.co.jpカスタマーサービス 0120-999-373

www.amazon.co.jp/student/keiocard
・ 慶應三井住友カードで登録

１カ月

慶應三井住友カード（学生）のあなただけに

手順

Amazon Studentタイアップキャンペーンのご案内

もれなく2,000円分の
Amazonポイントをプレゼント！

お急ぎ便・日時指定便 無料
映画・TV番組（プライム・ビデオ） 見放題

100万曲以上（プライム・ミュージック） 聴き放題
書籍購入特典 10％ポイント還元

年会費 1,900 円※3

※1

※1

※2
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慶應カード（塾生［学生］）会員の皆様へ

1  ご利用枠の確認をしっかりと！
通常、慶應カード（塾生［学生］）のご利用枠はショッピング10万円となっています。
ご利用枠の増額及びキャッシングのご利用につきましてご希望がある場合は、お早め
にご契約カード会社にご連絡ください。

2  緊急連絡先を確認しておきましょう！
あってはならないことですが、海外でクレジットカードのトラブルに遭った際は、すぐにカ
ード会社に連絡をしましょう。
そのときになって慌てないためにも、あらかじめカード会社のWebサイトなどでお出かけ
になる地域の緊急連絡先の確認をおすすめします。

3  備えあれば憂い無し！
その他、海外旅行・留学に関して心配なことがありましたら、カード会社へご相談ください。また、業界団体では、「クレジットカードの利用方法」という小冊子も作成
していますので、是非ご活用ください。
▶  http://www.jcca-office.gr.jp/common/handbook.html

以上のポイントに十分気をつけていただいて、事故なく有意義なご旅行・ご留学を楽しんでください！

海外旅行・留学にお出かけ前のご準備はお早めに

伝統の試合を観戦して

これから始まる夏休み。この期間を利用して海外旅行や語学留学等にお出かけになる方もいらっしゃると思います。
そんな皆さんに、クレジットカードを使う場合にご注意いただきたいポイントをご紹介します。

春の野球戦のチケットプレゼントにご応募・観戦された
会員様からお寄せいただいた感想の一部をご紹介します。

今回も様々なチケットをご用意しておりますので奮ってご応募ください。

〈カード会社連絡先一覧〉
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 06-7709-8555
三井住友カード  FOR YOUデスク 0570-004-980
JCBインフォメーションセンター 東  京 0422-76-1700 大  阪 06-6941-1700
OMCカード  セディナ  アンサーセンター 東  京 03-5638-3211 大  阪 06-6339-4074
DCカードコールセンター 東  京 03-3770-1177 大  阪 06-6533-6633

●�当選の発表は、締切日より一週間前後の返信はがき
の発送をもって代えさせていただきます。

● 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。

〒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）
慶應カード事務局（該当チケット名）係

往復はがきにてご応募ください。

必要記入事項

応募先

�ご希望の観戦チケット名、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

往信のうら返信のおもて

①�ご希望の�
チケット名
②ご住所
③お名前
④電話番号
⑤�塾員番号�
（カード券面左下
の番号9桁）

⑥カード会社名

お申込の方の
ご住所
お名前

返信

慶應義塾体育会蹴球部 
早慶ラグビー戦へのご招待

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（水・祝）・秩父宮ラグビー場

応募締切   2016年9月30日（金）（必着）

10組
20名様

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。

応募締切   2016年9月30日（金）（必着）

50組
100名様

第141回慶應義塾ワグネル・ソサイエティー
男声合唱団定期演奏会

141回定期演奏会に抽選で20組40名様をご招待いたします。
日程   2016年12月18日（日）　

開場 16：00 
開演 17：00

会場   東京芸術劇場
演奏予定曲   男声合唱とピアノのための「ジプシーの歌 作品55」（仮）

アントニン・ドヴォルザーク 作曲、福永洋一郎 編曲 
＊未定の部分については、確定次第メルマガ・Webサイト等でご案内いたします。

応募締切   2016年8月18日（木）（必着）

20組
40名様
20組
40名様

回 応 た け チ ッ今 ご 募い だ る ケ ト
塾員カード 父母カードをお持ちの方対象のご案内です

父母

父母

父母

父母

当選させて頂き、ありがとうございました。息子を連れて観戦に向かいました。天候も良く、４回に先制２ランした時には今日も調子が良い
ぞと思っておりましたが、早稲田・竹内君の投球が回を追う毎に上がって、結果は残念でした。秋には是非胴上げを目の前で見たいと思いま
す。又応援に行きます。（W様）

この度、早慶戦のチケットを頂き有難うございました。お蔭さまで、良い試合を見せて頂きました。試合は敗戦でしたが白熱した早慶戦らし
い試合でした。２階席で観戦しましたが、周囲にも多くの慶應ＯＢＯＧが観戦していました。卒業後も応援に来て下さる方が沢山いらっしゃ
るのですね。学生時代に応援席で応援歌を歌った記憶はいつまでも残ります。（M様）

5月28日に所用があり、上京（当地は広島県）する機会が生じました。丁度この時期、早慶戦があるはずではと確認。この時点では、優勝もあ
り得ると思ったので応募し、運よく当選しました。前回の当選は、平成19年秋季でした（その後１回ハズレもあり）。久し振りにカープのマ
ツダ球場とは異なる独特の雰囲気が味わえるのが、大変楽しみでした。優勝がかからない試合でしたが、せめて当日の試合も勝つことを期待
しましたが、投・攻・守とも不調で残念な結果。しかし、この雰囲気はいつ味わっても最高の気分。次の秋季リーグは、祈・優勝。（S様）

応募方法
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http://keiocard.com/shop/

http://www.keiocard.com/

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/

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
幅広い分野のエンターテイメントをお楽しみ下さい。

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。

鑑賞ご優待チケットTICKET

オンラインショップトップページ

携帯サイト

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。

・表示の価格には消費税（８％）が含まれます。

左の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。

世界で唯一認定される本場少林寺の耐え抜か
れた武僧19名による一糸乱れぬ群舞と迫力の
アクロバット、華麗な舞台演出、弦楽・パーカ
ッションのアンサンブルによる躍動感あふれる
ライブ演奏。舞台ファンのみならず、大人から
子供まで幅広い観客を魅了する。最高のスタ
ーたちが結集する超
一流のエンターテイ
メント・ダンス作品を
お贈りする。

8／31
（水）

締 切

日時： 10月2日（日）14：00／10月4日（火）14：00 
10月8日（土）14：00

会場：イーエックスシアター六本木
価格：2階席　8,500円
作：ピーター・シェーファー
演出：高橋昌也
演出補：前川錬一
出演： 黒柳徹子、麻実れい、上杉陽一、蔵下穂波、

団時朗　ほか
※この公演は定価での販売となります。
※未就学児入場不可

お人よしで男運のない
チャリティは、ある時出
会った真面目な会計士
オスカーに、自分がダ
ンスホールで働いてい
ると言えず、小さな嘘
をついてしまう…。

原案：ボブ・フォッシー
上演台本・演出・振付：上島雪夫
音楽監督：玉麻尚一

日時： 9月25日（日）12：00 
9月26日（月）13：00 
9月28日（水）18：30

会場：天王洲 銀河劇場
価格：Ｓ席　9,500円▶9,050円
出演： 知英／平方元基　坂元健児　黒須洋壬／ 

原田薫　ジェニファー／岡幸二郎　ほか
※未就学児入場不可

日時： 10月20日（木）13：30／10月22日（土）17：30 
 10月23日（日）13：00

会場：自由劇場
価格： Ｓ席10,800円
※この公演は定価での販売となります。

日時： 10月15日（土）17：30 
10月16日（日）13：00 
10月18日（火）18：30

会場：四季劇場［秋］
価格： Ｓ席10,800円
※この公演は定価での販売となります。

日時：  10月10日（月・祝）12：30 
10月21日（金）18：30

会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
価格： Ｓ席　13,000円▶ 11,700円
出演： 海外招聘キャスト
※未就学児入場不可
※生演奏／英語上演・日本語字幕付き

ミュージカル「マンマ・ミーア！」
9／5
（月）

締 切

9／5
（月）

締 切 ミュージカル「壁抜け男」

9／1
（木）

締 切

ブロードウェイミュージカル
「スウィート・チャリティ」

8／21
（日）

締 切

ブロードウェイ・ミュージカル
「キンキーブーツ」〈来日版〉

9／11
（日）

締 切

本場少林寺の僧侶19名による
大迫力のアクロバット

「スートラ」

踊って、歌えば、人生は
最高！ 
とびきりのハッピーエ
ンドを、あなたと。
期間限定の東京公演。

おしゃべりガイド（黒柳徹子）と堅物職員（麻実
れい）の爆笑トークバトル！

ささやかで平凡な人生
を望 む 男が、ある日、
突然手に入れた ＂壁を
通り抜けられる体＂。
愛する彼女と僕の間の
壁も、通り抜けられる
のだろうか？
花の都パリに咲いた、
人 生 賛 歌と切 な い 恋
の物語。

親子の絆を描くハートフルなストーリー、ダイ
ナミックなパフォーマンス、シンディ・ローパー
によるバラエティに富んだ楽曲など、ミュージ
カルの醍醐味満載の＂超一級＂のエンターテイ
メント。ぜひご期待ください！

日時： 10月１日（土）14：00／19：00 
10月２日（日）13：00

会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席　9,800円
出演：シディ・ラルビ・シェルカウイ、少林寺武僧
演出・振付：シディ・ラルビ・シェルカウイ
※この公演は定価での販売となります。
※3歳未満のお子様の入場不可

2000年公演より　撮影：谷古宇正彦

Photo by LESLIE KEE

Kinky Boots  National Touring Company. Photo: Matthew Murphy.

黒柳徹子海外コメディ・シリーズ
第３０弾記念公演

「レティスとラベッジ」
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鑑賞ご優待チケットTICKET

日時： 11月10日（木）19：00／11月12日（土）18：30
11月16日（水）19：00／11月23日（水・祝）18：30
11月25日（金）19：00／11月26日（土）18：30

会場：紀伊國屋サザンシアター
価格：夜チケット　6,200円▶5,850円
出演：山西惇、松下洸平、普天間かおり

こまつ座
「木の上の軍隊」

10／10
（月・祝）

締 切

彼らはその島に残された、二人だけの軍隊だ
った。井上ひさしの思いを受け継ぎ蓬莱竜太
が描き切った、あの夏から続く沖縄の物語。

愛に翻弄された祗園の美しい姉妹の物語。

日時：11月12日（土）16：00／11月20日（日）11：30
会場：明治座
価格：Ｓ席　12,000円▶10,800円
出演： 壇れい、剛力彩芽、山本陽子、葛山信吾、 

松平健　ほか

祗園の姉妹

ご存知「仮名手本忠臣蔵」を10月から三ヶ月連続で上演します！
全段上演は、昭和61（1986）年の開場20周年記念公演以来ですが、今回は、上演可能な場面を全て網羅した完全通し上演が実現。
歌舞伎の歴史に新たな一頁を加える必見の舞台です。

10／10
（月・祝）

締 切

ギリシャ悲劇に比され
るべきイプセンの傑作
を、数々の話題作を手
掛ける鵜山仁を演出
に迎え、描き出す!

日時： 10月3日（月）18：30 
★終演後アフタートークショーあり 
登壇者：朝海ひかる・横田美紀・小山力也 
10月5日（水）13：30／10月8日（土）18：00 
10月9日（日）13：30

会場：紀伊國屋ホール
価格：全席指定　7,800円▶7,020円
出演： 朝海ひかる、安西慎太郎、吉原光夫、 

横田美紀・小山力也
※未就学児入場不可

幽霊
8／28
（日）

締 切

会場：国立劇場　大劇場
価格：１等Ａ席　10,000円▶8,500円

通し狂言
「仮名手本忠臣蔵」第一部

8／28
（日）

締 切
日時： 10月９日（日）11：00 

10月15日（土）11：00 
10月22日（土）11：00

通し狂言
「仮名手本忠臣蔵」第二部

9／26
（月）

締 切
日時： 11月６日（日）11：00 

11月13日（日）11：00 
11月26日（土）11：00

通し狂言
「仮名手本忠臣蔵」第三部

10／27
（木）

締 切
日時： 12月11日（日）11：00 

12月17日（土）11：00 
12月25日（日）11：00

●第一部
演目：
大序　　鶴ヶ岡社頭兜改めの場
二段目　桃井館力弥使者の場
　　　　同　　松切りの場
三段目　足利館門前の場
　　　　同　　松の間刃傷の場
　　　　同　　裏門の場
四段目　扇ヶ谷塩冶館花献上の場
　　　　同　　判官切腹の場
　　　　同　　表門城明渡しの場
出演：松本幸四郎、中村梅玉　ほか

●第二部
演目：
浄瑠璃　 道行旅路の花聟 

―清元連中―
五段目　山崎街道鉄砲渡しの場
　　　　同　　　二つ玉の場
六段目　与市兵衛内勘平切腹の場
七段目　祗園一力茶屋の場
出演： 尾上菊五郎、中村吉右衛門　

ほか

●第三部
演目：
八段目　　道行旅路の嫁入
九段目　　山科閑居の場
十段目　　天川屋義平内の場
十一段目　高家表門討入りの場
　　　　　同　広間の場
　　　　　同　奥庭泉水の場
　　　　　同　紫部屋本懐焼香の場
　　　　　花水橋引揚げの場
出演：松本幸四郎、中村梅玉　ほか

「憧れの……」
　今回、生まれて初めて「慶應義塾大学日吉寄宿舎」に足を踏み入れました。慶應義塾高校の奥の道を進むこと約5分。
その建物は、鬱蒼とした森の奥にひっそりと建っていました。日吉歴は長いはずなのにこんな場所があるなんてま
ったく知らなかった……不覚……！と思いました。
　最近建て替えたばかりだという宿舎は、シンプルで清潔で、清々しい空気が漂っていました。また、時々出入り
する寮生の皆さんは明るく親切で、かつ仲が良さそうだったので、ここはさぞかし楽しい場所に違いない！と思い
ました。
　わたしは、三浦しをんさんの小説『風が強く吹いている』が大好きです。同じ大学に通い、同じ下宿に住む学生た
ちが全員で箱根駅伝を目指す、というTHE・青春小説です。
　さすがに駅伝の選手はいないかもしれませんが、この寄宿舎の中でも『風が強く吹いている』に登場する男子学生
たちが繰り広げるような、甘酸っぱい友情・努力・勝利が満ちあふれているのだろうなあと勝手ながらに想像して、
ひとりニヤニヤしてしまいました。そして、そんなことを考えるなんて、私も年をとったな、と思いました。

1983年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒。アーティストやコスプレなど様々なジャンルの撮影を行い、
雑誌や書籍などに作品を提供。雑誌『写ガール』にて「読書感想写真」連載中。漫画『東京シャッターガール』では
作中に実名で登場。◆ ブログ「シャッターガール」　http://shutter-girl.jp/

撮影：大村祐里子

ペンマークのある風景／表紙写真
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日時：11月18日（金）18：00
会場：国立能楽堂
価格：正面席　4,900円▶4,700円
出演： 狂言「木六駄」山本泰太郎（大蔵流） 

能「葛城」出雲康雄（喜多流）
※字幕付です（日本語・英語）

日時： 12月18日（日）17時開演（16時開場） 
12月23日（祝・金）・12月25日（日）15時開演（14時開場）

会場： 慶應義塾大学日吉キャンパス協生館内藤原洋記
念ホール

価格： 入場料　2,000円（全自由席）
出演： ヴィタリ・ユシュマノフ（ドン・ジョバンニ）、白

岩洵（レポレッロ）、佐田山千恵（ドンナ・アンナ）、
田口昌範（ドン・オッターヴィオ）、二瓶純子（ド
ンナ・エルヴィラ）、神田沙央理（ツェルリーナ）、
望月一平（マゼット/騎士長）慶應義塾大学コレギ
ウム・ムジクム・オペラプロジェクトオーケスト
ラ・合唱団

総監督・指揮： 石井　明（経済学部教授）
※ 未就学児入場不可
※各公演日のキャストについては、慶應義塾大学日吉音楽学
研究室のHP（http://musicology.hc.keio.ac.jp/）をご覧ください。

国立能楽堂
11月定例公演

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・
オペラプロジェクト2016
ドン・ジョバンニ

9／29
（木）

締 切

11／25
（金）

締 切

狂言「木六駄」
大雪の中、12頭の牛を連れて届け物に行く太
郎冠者。あまりの寒さに届け物のお酒に手を
つけた上…。
能「葛城」
行き暮れた山伏たちをもてなしたのは葛城明
神の化身でした。月夜の雪景色の中、憂いを
秘めた女神が舞います。

３年ぶりの公演演目はモーツァルト
が1787年に作曲した《ドン・ジョバ
ンニ》。オーディションで選ばれた
若手プロをメインキャストに、石井
明経済学部教授の指導・指揮の下、
オーケストラ、合唱、舞台製作、照明
等を学生が行う壮大なプロジェクト。

チャイコフスキー３大
古典の一つを英国の
演出家マシュー・ボー
ンが独創的でユニーク
に演出。
古典とは思えない斬新
な演出が話題の本作
が遂に日本初上陸！

ジャコモ・プッチーニ
作曲。オペラ初心者に
もオススメの傑作！
パリの屋根裏部屋に住
む若き芸術家達の生
活を描いた美しくも哀
しい物語です。

日時： ９月22日（木・祝）12：30 
９月23日（金）13：30 
９月24日（土）12：30 
９月24日（土）17：30

会場：東急シアターオーブ
価格：Ｓ席　12,800円▶10,200円
出演：ニューアドベンチャーズ（海外招聘公演）

日時： 11月20日（日）14：00 
11月23日（水・祝）14：00

会場：新国立劇場　オペラパレス
価格：Ｓ席　23,760円▶22,580円
指揮：パオロ・アリヴァベーニ
ミミ：アウレリア・フローリアン
ロドルフォ：ジャンルーカ・テッラノーヴァ
マルチェッロ：ファビオ・マリア・カピタヌッチ
※ 未就学児入場不可（ご入場されるお客様すべて

にチケットが必要になります）。
※ やむを得ない事情により出演者が変更になる場

合がございます。予めご了承ください。

マシュー・ボーンの
『眠れる森の美女』

新国立劇場オペラ
「ラ・ボエーム」

8／25
（木）

締 切

10／16
（日）

締 切

ハワイを代表する二大イベント『メリー・モナ
ーク』『ナ・ホク・ハノハノ』を日本でまとめて見
られる唯一のステージ！

フランスが世界に誇るパリ国立オペラ座。そ
の次世代を担う若き音楽家たちの初来日公演！
フランスの若き至宝。総勢70名の美しい歌声！！

日時： ９月17日（土）12：00／16：30 
９月18日（日）12：00／16：30 
９月19日（月・祝）11：00／15：30 
＊ 9/17(土)12:00「カヒコ・デー」（厳かな古

典フラのみ上演）、16:30「アウアナ・ナイ
ト」（華やかな現代フラのみ上演）。
18(日)・19(月・祝)は昼夜ともに古典フラ、
現代フラの両方を上演。

会場：東京ドームシティホール
価格：Ｓ席　12,400円▶9,920円
出演： メリー・モナーク・フェスティバル上位入

賞団体、ナ・ホク・ハノハノ・アワーズ受賞
者からそれぞれ複数組

日時：10月28日（金）19：00
会場：神奈川県民ホール　大ホール
価格：全席指定　6,800円▶6,300円
出演：パリ国立オペラ座　少年少女合唱団
指揮：ガエル・ダーシェン
ピアノ／オルガン：バティスト＝フォロリアン・
マール＝ウヴラール
※未就学児入場不可

フェスティバル　
ナ・ヒヴァヒヴァ・ハワイ2016

パリ国立オペラ座　少年少女合唱団
ガブリエル・フォーレ／

「レクイエム」

8／21
（日）

締 切

9／29
（木）

締 切

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/

撮影：三枝　近志／提供：新国立劇場

ⓒ読売新聞

■  「週刊ダイヤモンド」  
年間定期購読通常価格　25,700円 → 特別価格24,500円＋厳選書籍１冊プレゼント

■  月刊「DIAMONDハーバード・ビジネスレビュー」  
年間定期購読通常価格　20,600円 → 特別価格18,500円＋厳選書籍１冊プレゼント

■  月刊「ダイヤモンド・ＺＡi」  
年間定期購読通常価格　7,350円 → 特別価格6,790円

慶應カード特典

「週刊ダイヤモンド」５月２８日号は特集「慶應三田会 学閥の王者」が大きな反響を呼び、２万部の増
刷決定！是非ご一読ください。また、慶應カード会員の皆様には人気の雑誌を通常の定期購読より
もさらにオトクにご提供しております。この機会にぜひどうぞ！

［お問い合せ先］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・年末年始休み）

書店で一番売れているビジネス週刊誌！

読者プレゼントがあります。
P16をご覧下さい。

PR

先行販売
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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/

DIDは、真っ暗闇のエンターテイ
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： 東京・外苑前会場
渋谷駅神宮前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
※ 慶應カード事務局にお申込後、事務局よりご予約チ

ケットを送付いたします。チケットの到着後、9月19
日（月・祝）までに会員様ご本人よりお電話にて、ダ
イアログ・イン・ザ・ダーク事務局にご予約いただき
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。満席
の場合、ご希望に添えない場合がります。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）暗闇体験

9／4
（日）

締 切

ボサノヴァ・シンガー
小野リサが世界のポ
ピュラーソングの中
から好きな曲、歌い
たい曲をボッサテイ
ストでカバーするア
ルバムをひっさげた
ツアー開催決定！

日時：10月９日（日）17：30
会場：東京国際フォーラム　ホールＣ
価格：全席指定　7,560円▶6,800円
出演：小野リサ
※ 未就学児入場不可（ご入場されるお客様すべてにチ

ケットが必要になります）。

小野リサ
LISA ONO Dancing Bossa Tour 2016

9／11
（日）

締 切

サンリオピューロランドでは、縁日や参加型シ
ョーが楽しめる「夏祭り」を開催。（8／31まで）
さらに、大人気キャラクター「ぐでたま」をテー
マにした、２つの
新アトラクション
が 登 場！サンリオ
キャラクターたち
と一緒に楽しもう！

価格： 大人（18才以上）3,800円▶3,300円
小人（３〜17才）2,700円▶2,500円

＊ 春・夏・冬休みなどサンリオピューロランドが
定める学校休日及び特定日に関しましては、通
常、休日料金となりますが、慶應カード会員限
定優待パスポートは、平日・土日祝日問わず、ご
利用いただけます。

＊９月30日（金）まで有効です。
＊２才以下は無料です。

サンリオピューロランド
9／8
（木）

締 切

©'76,'96,'99,'01,'13,'16 SANRIO 
APPROVAL No.P0806174

毎年完売の人気公演。今年はベルリン・フィ
ルやシカゴ響を振り、オランダ放送フィル首席
のシュテンツが登場。
極上の〈歓喜の歌〉で一年を締めくくる。

読売日本交響楽団
〈第九〉特別演奏会

10／31
（月）

締 切

日時：10月16日（日）15：00
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席　10,000円▶9,000円
指揮：アンドレア・バッティストーニ
チェーコ（バス）：妻屋秀和
イリス（ソプラノ）：アマリッリ・ニッツァ
大阪（テノール）：フランチェスコ・アニーレ
合唱：新国立劇場合唱団　ほか
曲目： マスカーニ／歌劇『イリス（あやめ）』（演奏

会形式・字幕付）
※未就学児入場不可
※ やむを得ない事情により出演者・曲目などが変更

となる場合がございます。予めご了承ください。

東京フィルハーモニー交響楽団
10月オーチャード定期演奏会

9／15
（木）

締 切

19世紀末のイタリア人が日
本を描いたら…？当時ヨー
ロッパで流行した「ジャポ
ニズム」から生まれた名作
オペラ『イリス』。幻想的な
物語と熱情あふれる音楽世
界は必見・必聴です。

日時：９月25日（日）15：00
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席　10,000円▶9,000円
指揮：チョン・ミョンフン
曲目： ベートーヴェン／交響曲第６番『田園』、ベー

トーヴェン／交響曲第７番
※未就学児入場不可
※ やむを得ない事情により出演者・曲目などが変更

となる場合がございます。予めご了承ください。

東京フィルハーモニー交響楽団
９月オーチャード定期演奏会

8／25
（木）

締 切

ベートーヴェンの人気作品、交響曲第７番と同
第６番『田園』。巨匠指揮者チョン・ミョンフン
が東京フィルとの熱い信頼関係のもと創りあげ
る２曲をどうぞお楽しみください。

創立以来35年、太鼓の無
限の可能性を追い求めて
きた鼓童。心地よい響き、
緻密に制御された太鼓
の音色。 坂東玉三郎氏
のもとで取り組んできた
改革と芸術は「螺旋」を
描き昇華する。過去、現
在そして未来へと広がる
鼓童の世界がそこにある。

日時＆会場： ９月19日（月・祝）17：30　 
＠和光市民文化センター　サンアゼリア 
10月26日（水）18：30　 
＠神奈川県民ホール　大ホール

価格：全席指定　6,000円▶5,000円
演出：坂東玉三郎
出演：鼓童
※未就学児入場不可

世界で一番愛されている
うさぎ、来日！

日時： ８月９日（火）～10月11日（火） 
10：00～19：00（金・土は21：00まで。 
入館は閉館の30分前まで） 
会期中無休

会場：Bunkamura ザ・ミュージアム　
価格：一般（前売）1,200円▶1,150円
　　　大学・高校生（前売）700円▶670円
　　　中学・小学生（前売）400円▶380円
　　　親子（前売）1,300円▶1,250円
※親子券について　チケット１枚（内訳：一般１
名＋中学・小学生１名）※要同時入場
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。（当日会
場窓口にて直接お求めください）

ビアトリクス・ポター™生誕150周年
ピーターラビット™展

9／25
（日）

締 切

ビアトリクス・ポター
≪『ベンジャミン バニーのおは
なし』の挿絵のための水彩画≫

英国ナショナル・トラスト所蔵
©Frederick Warne & Co., 2016

日時：12月26日（月）19：00
会場：東京オペラシティ　コンサートホール
価格：Ｓ席　9,500円▶8,100円
指揮：マルクス・シュテンツ
ソプラノ：アガ・ミコライ
メゾ・ソプラノ：清水華澄
テノール：デイヴィッド・バット・フィリップ
バス：妻屋秀和
合唱：新国立劇場合唱団
管弦楽：読売日本交響楽団

10／17
（月）

締 切

巨匠ルノワールと師弟関係にあった梅原龍三郎。２
人の作品を軸に梅原が蒐集した作品や交友のあっ
たピカソらの作品約80点により、近代絵画における
東西の交流をご紹介します。

日時： 10月19日（水）～2017年1月9日（月・祝） 
10：00～18：00（祝日を除く金曜、第２水曜、
1月4～6日は20：00まで。入館は閉館の30
分前まで）

休館日： 毎週月曜（祝日・振替休日の場合は開館）
年末年始休館：2016年12月29日～2017年1月1日
会場：三菱一号館美術館
価格：一般（前売）1,400円▶1,350円

拝啓　ルノワール先生
―梅原龍三郎に息づく師の教え

鼓童ワン・アース・ツアー2016
〜螺旋

さいたま公演
8／18
（木）

締 切

横浜公演
9／25
（日）

締 切

ⓒ上野隆文

ⓒ上野隆文

ピエール=オーギュスト・ルノワール
《バラ》　制作年不詳　油彩/カンヴァス

三菱一号館美術館寄託

ピエール=オーギュスト・ルノワール
《パリスの審判》

1913-14年　油彩/カンヴァス
公益財団法人ひろしま美術館蔵

ⓒヴィヴァーチェ

ⓒMolina Visuals ⓒWernicke ⓒ読響
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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。

▲ FAXの送信面にご注意ください。

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　　　：　　　～ ①
 円／枚

②
 枚

③ 450円
①×②＋③

 円

月　　　日　　　：　　　～ ①
 円／枚

②
 枚

③ 450円
①×②＋③

 円

月　　　日　　　：　　　～ ①
 円／枚

②
 枚

③ 450円
①×②＋③

 円

＊一公演につき発送手数料として別途450円ご負担いただきます。 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

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）

□JCB　　□三井住友　　□UC　　□DC　　□AMEX
□MUFG（旧UFJ）　　□NICOS　　□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）
夏季休業／2016年8月10日（水）～8月17日（水）　E-mail／info@keiocard.com　URL／http://keiocard.com/　

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／父母・祖父母カード

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、夏季休業中の
受付分は8月18日（木）以降のご連絡となります。予めご了承ください。

■ 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９月19日（月・祝）までにご予約いただいて有
効となります。開催テーマと日時をWebサイトでご確認のうえ、ご自身にてご予約く
ださい。なお、未使用チケットの払い戻しはいたしません。

イベント名 期間 慶應カード価格 枚　数 小　計

サンリオピューロランド
会員限定優待パスポート ９月30日（金）まで有効

①大人3,800円 

→ 3,300円／枚
②

 枚
①×② 

円
①小人2,700円

→ 2,500円／枚
②

 枚
①×② 

円

ビアトリクス・ポターTM生誕150周年
ピーターラビットTM展 8月9日（火）～ 10月11日（火）

①一般（前売）1,200円

→ 1,150円／枚
②

 枚
①×② 

円
①大学・高校生（前売）700円

→ 670円／枚
②

 枚
①×② 

円
①中学・小学生（前売）400円

→ 380円／枚
②

 枚
①×② 

円
①親子（前売）1,300円

→ 1,250円／枚
②

 枚
①×② 

円
拝啓　ルノワール先生

　梅原龍三郎に息づく師の教え 10月19日（水）～ 2017年1月9日（月・祝）
①一般（前売）1,400円

→ 1,350円／枚
②

 枚
①×② 

円
ダイアログ・イン・ザ・ダーク（DID）

暗闇体験 ９月19日（月・祝）までに予約
①共通：5,000円

→ 4,300円／名
②

 名
①×② 

円

＊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。 ③発送手数料 200円 上記+200円

合　計
円

3.ご希望枚数をご記入ください
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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。

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	06-7709-8555

三井住友カード  FOR YOUデスク	 0570-004-980

JCBインフォメーションセンター	 東		京	0422-76-1700	 大		阪	06-6941-1700

OMCカード セディナ アンサーセンター	 東		京	03-5638-3211	 大		阪	06-6339-4074

DCカードコールセンター	 東		京	03-3770-1177	 大		阪	06-6533-6633

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

NICOSコールセンター	 東日本	03-5940-1100	 西日本	06-6616-0770

MUFGカードコールセンター	 0570-050535

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

塾員（卒業生）ホームページ　http://www2.jukuin.keio.ac.jp/index.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

慶應義塾維持会のご案内 ●維持会費のクレジットカード決済が可能です。

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

お問い合せ先

慶應カードニュース
Vol.38

2016年7月発行
発行人／平尾	保弘
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
URL	：	http://www.keiocard.com/

慶應カード協力店募集中
慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つにカードの提示で会員特典

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。

▪お問い合せ先
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。

編 集
後 記

理工学部の市民講座受講で訪れた日吉キャンパスは、銀杏の緑がまぶしく、爽やかな風が吹いていたこと
が印象に残っています。帰宅後、改めてキャンパスの歴史を調べてみました。樹齢80年を超え歴史を見つ
め続けてきた銀杏の大樹と会話が可能だとしたら、何を語ってくれるのでしょうか。今年20周年を迎える
慶應カードですが、事務局一同、慶應義塾の発展にお役に立てるよう努める所存です。益々のご指導とご
鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

　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47都道府

県・757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。

全ての会員の皆様が対象です。

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

応募締切
�2016年8月31日（水）（必着）

●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。

応募方法 官製はがきにてご応募ください。

INFORMATION

週刊ダイヤモンド

鴨川シーワールド入園券

P13でご紹介した週刊ダイヤモ
ンド「慶應三田会 学閥の王者」
特集号を5名様にプレゼント。
（提供：株式会社ダイヤモンド社様）

海の王者シャチのパフ
ォーマンスは必見！「鴨
川シーワールド」の入園
券をペアで5名様に。
（提供：株式会社グランビ
スタ	ホテル＆リゾート様）

5名様

5名様

有機無農薬中国茶

LOCAL	&	SUSTAINABLE	by	GRANVISTA
北海道スープ缶詰 詰合せ

自社農園栽培の茶葉をはじめ、中国
各地の有機無農薬中国茶を扱う『馨
華』より玉瀾を使った中国茶（4,000
円相当）を１名様にプレゼント。
（提供：有限会社馨華様)

グランビスタの基幹施設で
ある「札幌グランドホテル」が
監修して作った、化学調味
料を使わず、北海道の食材
にこだわったスープです。
（提供：株式会社グランビスタ	
ホテル＆リゾート様）

1名様

5名様

読者プレゼント


