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慶應カードは2016年、20周年を迎えました。
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慶應義塾大学給費奨学金

慶
應
で
の“
経
験
”を

故
郷
で
生
か
し
ま
す
！

慶應カードの収益金の一部が寄付されている「慶
應義塾大学給費奨学金」。今回はその奨学金の給
付を受けている塾生3名に、学生生活や将来の夢
などについてお話をうかがいました。

慶應に通っている先輩の言葉が
一番心に残った高校時代

　高校生のとき、大学生の先輩方のお話を
聞く機会があり、特に慶應に進学した先輩
の「慶應で4年間を過ごしたら絶対に後悔し
ないぞ」というお話が一番心に残り、慶應
を目指すことに決めました。
　法律に興味があったのですが、その基礎
には倫理学的なものがあると思い、倫理学
専攻に進みました。同じ問題でも、倫理学的アプローチと法
律学的アプローチでは結果が違います。卒業論文では、その
違いを研究したいと思っています。就職のために、ほかの学
部に進むことも考えましたが、自分が一番興味のある学問を
4年間で突き詰めたいと思ったんです。
　サークルの先輩方は、卒業後も活動によく顔を出してくださ
います。いろいろと相談にのってくださいますし、社会に出て
いる人のお話からいろいろな刺激を受けています。塾員の先輩
方と接していると、慶應っていいなあと心から思えます。

大学生活が忙しくなる時期に
奨学金は本当に心強い

　一年浪人していたので、親の負担を減らしたくて、この奨
学金に申し込みました。審査では成績が重視されるので、と
にかくいい成績が取れるように、入学以来がんばって勉強し
てきたんです。
　両親からは「大学ではいろんな経験をして自分を磨け」と言
われていました。学内外の活動に参加して、知識や経験を積
むことにも時間を割いています。これから就職活動や卒業論
文などで忙しくなり、アルバイトの時間も取りづらくなりま
すから、この奨学金はとても心強いです。支えてくださって
いる塾員の先輩方には感謝の気持ちでいっぱいです。先輩方
の期待に応えるためにも、さらに自分を磨き続けて立派な社
会人になりたいと思います。

卒業後は地元に帰って
大学時代の経験を生かして働きたい

　ゼミでは金融論を学んでいて「なぜ企業
は金庫株を保有するのか」というテーマで
研究をしています。サークルは福利厚生分
野の団体のほか、友人と立ち上げたフット
サルのサークルに所属しています。
　卒業後は公務員として地元の県庁に就職
が決まっています。入学したときから地元
のために働きたいと思っていました。学んできた金融や、サー
クルでやってきた福利厚生関係のことなどを生かして、地元
に貢献したいと思います。
　この奨学金も含めて、福利厚生が充実している慶應は学生
生活にはとてもいい環境ですね。教室もきれいに掃除がされ
ていますし、毎日大学に行くのが楽しくて、授業は全て休ま
ず出席しています。アルバイトに時間を取られていたら、そ
れもかなわなかったと思うと、奨学金は本当にありがたいも
のでした。地元に戻って後輩と接する機会があったら、慶應
のそういうところを伝えてあげたいですね。

奨学金のおかげで実現できた
充実の学生生活

　少しでも家計を助けたくて、この奨学金に申し込みました。
大学では学業を最優先に考えていました。24時間営業の飲食
店でアルバイトをしていて、時給が高い深夜勤務も経験しま
したが、勉強がおろそかになるのが心配でした。しかし奨学
金のおかげで授業は休まず全て出席できましたし、サークル
活動にもしっかり参加できました。4年間、勉強をがんばる
ことができて、いろいろな経験ができたのは奨学金で支えて
くださった塾員の先輩方のおかげです。感謝の気持ちを持っ
て故郷に戻り、慶應で学んだことを自分の＂財産＂として働き
たいと思います。

文学部3年
商学部4年
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国際協力の仕事に
つながる勉強をしたくて慶應に

　高校生のとき、将来は国際協力に関わる
仕事に就きたいと考えていて、大学ではそ
のための勉強をしたかったんです。オープ
ンキャンパスで慶應を訪れたとき、その
お話をしたところ、ある先輩が「その勉強、
慶應でできるよ！」と言ってくださり、そ
れで慶應を目指しました。
　卒業後は報道記者になりたいと思っています。海外の民族
紛争などについて、リアリティーのある報道ができる記者を
目指して、そのためのゼミにも入ってがんばっています。
　兄が一浪していましたし、少しでも家計を助けたいと考え
ていました。また2年生以降、勉強のための本がたくさん必
要になり、アルバイトだけでは厳しかったんです。しかし奨
学金のおかげで勉強に集中できるようになりました。また交
通費だけでも自分で工面したいと思っていたので、とても助
かっています。

慶應の＂絆＂の強さを実感しながら
夢に向かって邁進

　慶應の＂絆＂の強さを実感しています。ゼミのOB・OG会の
幹事をやっていますが、先輩方は皆さんとても親切で、本当
に親身になって相談にのってくださいます。「自分たちにで
きることがあったら、何でも言ってよ！」と、とても心強い
言葉をかけてくださいますし、慶應というだけでひとつの家
族のような温かさを感じることができます。私が先輩方にし
ていただいたことを、卒業後は後輩にもしてあげたいと思っ
ています。
　奨学金がなかったら、アルバイトに明け暮れる毎日になり、
やりたい勉強に時間を費やすことができなかったでしょう。い
ま、私が夢に向かって邁進できているのは、支えてくださって
いる先輩方のおかげです。本当にありがたいと思っています。

取材・文  松本壮平
ライター、編集者。1972年大分県中津市生
まれ。1996年慶應義塾大学文学部卒業。出
版社、制作会社勤務を経てフリーに。書籍、
雑誌、会報誌などで執筆を担当するかたわ
ら、一般社団法人日本唐揚協会認定カラア
ゲニストとして美味しい唐揚げを求めて東
奔西走している。
ブログ「からあげライターの＂から活＂レポート」
http://ameblo.jp/hey-soh-choh/

協力：慶應義塾大学 学生部／社中交歡 萬來舍
撮影：大村祐里子（ペンマークのある風景／P10）
※各塾生の所属・学年は取材時のものです

法学部3年

慶應義塾大学　塾生サイト　奨学制度総合案内
http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/shogaku/index.html

奨学金制度とは
　奨学金制度とは、能力のある学生に対して一層の
成長を促すこと、もしくは金銭的・経済的な理由に
より修学困難とされる学生に対して就学を支援する
ことを目的として、金銭の給付・貸与を行う制度です。
　慶應義塾大学では、多彩なニーズに対応するため、
奨学基金の拡充を図りながら財源の確保に努め、目
的や対象の異なる様々な奨学金を用意しています。
全て返済不要の給付型奨学金となっているのが特徴
です。また、塾員や篤志家など、慶應義塾を支援し
てくれる方々からの寄付金で運営されている奨学金
が多いのも特徴です。

　慶應カードでは、皆さまのご入会・ご利用に関す
る収益金の一部を慶應義塾の奨学基金に寄付させて
いただいており、奨学基金の運用益の一部が「慶應義
塾大学給費奨学金」の財源として使われています。こ
の奨学金は、経済的に修学困難であると認められ、
勉学の意欲を持ち、成績・人物ともに優秀な塾生を
支援します。使途は学費とし、授業料に対する援助
を目的としています。
　2年生以上の学部生が対象で、年に1回書類審査で
の選考があります。支給金額は、今年度より年間20
万円から年間50万円に増額されました。昨年度は
271名、今年度は310名（見込）の塾生がこの奨学金に
採用されています。

　慶應カードでは、これからも一人でも多くの塾生
の皆さんが安心して勉学できる機会を提供できるよ
う努力して参ります。
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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
TAC
長年培った実績とノウハウで幅広い分野の資格取
得をサポートする「TAC」。そこにはお客さまに選ば
れている3つの理由があります。

圧倒的なスケールメリット：正確な実力を知るため
にも大きな母集団の中での学習はとても重要です。
ぜひご体感ください。

合格に導くTACメソッド：優秀な講師陣、毎年改訂されるオリジナル教材と戦
略的カリキュラムで受験生を合格に導く。これがTACメソッドです。

全国規模のネットワーク：直営校22校舎と提携校13校舎。すべて駅から近い好
立地と大変便利な環境で学習を応援します。

専門店

TAC水道橋校 TAC立川校

TAC町田校

TAC渋谷校 TAC中大駅前校

TAC新宿校 TAC早稲田校

TAC池袋校 TAC横浜校

TAC八重洲校 TAC日吉校

TAC水道橋校はJR水道橋駅から徒歩1分の好立地。是非一度、
TAC水道橋校にお越しください。講師、スタッフ一同、皆さま
の「合格」を全力で応援いたします。

快適な学習環境をご用意して皆さまの夢の実現をサポートいた
します。新しい校舎は1階にコンビニもあり、勉強の合間の息抜
きにもとても便利です。

1人でも多くの方が「合格」を勝ち取ることができるよう、サポ
ートいたします。アットホームな雰囲気で、資格に関するご相談
はいつでも承りますのでお気軽にお声かけください。

喧騒の渋谷にありながら、閑静な住宅街にも程近く、勉強にも
息抜きにも最適！教室総数35教室とTAC最大級です。10階から
は東京タワーや横浜までが一望できる抜群の眺望で、特に夜
景は必見！･･･それが、渋谷校です！

中大駅前校は校舎名のとおり、中央大学（八王子市）のすぐ近
くに立地しております。受講生はほぼ全員が大学生と若さが溢
れ出ている校舎です。TACでは一番規模の小さな校舎ですが、
とても家庭的な雰囲気がご好評いただいております。

2016年4月にオープン13周年を迎えました。西新宿は飲食店も
多く、ランチの選択肢が幅広いのも魅力の一つです。

早稲田大学南門すぐ。公認会計士、公務員、司法試験講座の
専門校舎です。都心でありながら、静かで勉強に集中できる環
境をご用意しております。周辺にある安くておいしい飲食店も
魅力の一つです。

受講生の方から合格の報告をいただくときが、私たちにとって
一番嬉しい瞬間です。一人でも多くの方が夢や目標を叶えられ
るようサポートさせていただきます。アットホームな校舎運営を
心掛けていますので、お気軽にご相談にお越しください。

関東で唯一駅に直結している校舎です。ビルの25Fにあるため
眺めも最高です。

オフィス街に位置しているため、社会人の方も多くとても落ち着
いた雰囲気です。またいろいろな地域からもお越しいただいて
おります。まだTAC八重洲校をご利用されたことがない方は是
非一度お越しください。

公認会計士・公務員・教員・TOEIC®TESTの専用校舎でありなが
ら、とてもアットホームな雰囲気です。日吉駅から徒歩3分の好
立地に加え、周囲にはコンビニ・文房具屋・ドラッグストアと何
でも揃います。

［所在地］		東京都千代田区	
三崎町2-10-8　	
オリックス水道橋ビル

［電話］03-5276-0271

［所在地］		東京都立川市曙町1-14-10　	
井門立川曙町ビル2Ｆ	

［電話］042-528-8898

［所在地］		東京都町田市原町田6-16-8　	
壮平ビル2Ｆ

［電話］042-721-2202

［所在地］		東京都渋谷区桜丘町31-15　	
渋谷桜丘スクエア5F

［電話］03-3462-0901

［所在地］		東京都八王子市	
東中野216-1

［電話］042-678-7210

［所在地］		東京都新宿区西新宿1-21-1　	
明宝ビル9Ｆ

［電話］03-5322-1040

［所在地］		東京都新宿区	
戸塚町1-101-16　	
早稲田校ビル

［電話］03-5287-4940

［所在地］		東京都豊島区南池袋1-19-6　	
オリックス池袋ビル6Ｆ

［電話］03-5992-2850

［所在地］		神奈川県横浜市	
西区高島2-19-12	
スカイビル25Ｆ

［電話］045-451-6420

［所在地］		東京都中央区京橋1-10-7　	
ＫＰＰ八重洲ビル4Ｆ

［電話］03-6228-8501

［所在地］		神奈川県横浜市港北区	
日吉本町1-5-21

［電話］045-560-6166
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慶應カード協力店の検索は

 　http://www.keiocard.com/search/

［所在地］高知県	安芸市	川北甲2100番地
［電話］0887-34-3181
［営業時間］	8:30〜20:30	

休校日：	毎週月曜日、ＧＷ（5月3日〜5日）、	
年末年始（12月29日〜1月3日）

［URL］	http://www.aki-ds.com/top.htm	

安芸自動車学校

■  TACまたはWセミナーが
提供する講座のうち、代
理店割引が適用可能か
つ入会金が必要なコー
スをお申込の際、入会金
10,000円（税込）免除。

慶應カード特典（共通）

■  合宿料金１０％割引 
※お申込時に慶應カード会員である旨をお伝えください。

慶應カード特典

■  合宿料金１０％割引 
※お申込時に慶應カード会員である旨をお伝えください。

慶應カード特典

三菱財閥創始者・岩崎弥太郎の生まれ故郷である高知県安芸
市に位置しています。合宿免許は短期間で、安価に免許を取
得することができるほか、観光やグルメを楽しみたい方に大
変好評で、温かな県民性を肌で感じることのできるココロ教
習も魅力の一つです。当校で取得できる合宿免許は普通自動
車・自動二輪車・中型自動車・大型特殊自動車・けん引自動
車があり、宿泊も高級ホテルからマンションタイプまで様々
なプランをご用意しています。

［所在地］高知県高知市一宮中町3-1-2
［電話］088-845-1411
［営業時間］		月曜日〜金曜日	 8：20〜20：20	

土曜日・日曜日	 8：20〜17：10	
休校日：GW（5月3日〜5日）、年末年始（12月29日〜1月3日）

［URL］http://www.ikku-kds.com/

高知県自動車学校
明治維新の立役者である坂本龍馬の生まれ故郷、高知県高知市
に位置しています。高知県内で一番歴史が長く、1953年の開業
より60年以上にわたって、ドライバー育成に取り組んできまし
た。短期間で、安価に免許を取得することができる合宿コース
では普通自動車・自動二輪車・中型自動車・大型自動車・二種
免許と豊富なラインナップをご用意。観光名所の桂浜や高知城、
夏にはよさこい祭り、日曜日には日曜市と合宿期間では回りき
れないほどの観光、グルメを楽しむことができるほか、温かな
県民性を肌で感じることができるのも魅力の一つです。

専門店

専門店

TAC津田沼校 TAC大宮校

津田沼駅から徒歩3分、ショッピングモール直結で昼食はもち
ろん、勉強の合間の息抜きもバッチリ！　講義にも自習にも快
適な学習環境が整っています。アットホームな雰囲気も魅力の
一つです。

埼玉県をはじめ、北関東の皆さまに幅広くご利用いただいてお
ります。スタッフのほとんどが、様々な資格の学習をしており、
受講生の皆さまと同じ視点での接客を心掛けております。

［所在地］		千葉県習志野市谷津1-16-1　	
モリシア津田沼オフィス11F

［電話］047-470-1831

［所在地］		埼玉県さいたま市大宮区	
桜木町1－10 1ー7		
シーノ大宮サウスウィング3Ｆ　

［電話］048-644-0676

［営業時間］
①月〜土･祝／9：00〜19：00　日／9：00〜18：30
　大宮校、津田沼校、池袋校、立川校
②月〜土･祝	 9：30〜18：30　※日曜休校
　中大駅前校
③月〜土･祝／9：00〜19：00　日／9：00〜18：00
　水道橋校、早稲田校、町田校、日吉校
④月〜金／9：00〜19：30　土･祝／9：00〜19：00　	
　日／9：00〜18：30
　新宿校、渋谷校、横浜校

⑤月〜金／9：00〜19：30　土･祝／8：30〜19：00　	
　日／8：30〜18：30
　八重洲校
［休校日］	中大駅前校のみ日曜休校。夏季休業・年末年始

などの詳細は各校舎へお問い合わせください。
［URL］　	http://www.tac-school.co.jp/

＊高知家とは…高知県全体を「家」と見立て、温かな県民性などをアピールする高知県振興キャンペーンです。
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慶應カード協力店の検索は

 　http://www.keiocard.com/search/

［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125
［電話］		03-3373-8602
［営業時間］		月曜日－日曜日	

ランチ　　11：30-15：00	
ディナー　17：30-23：30（L.O.23：00）

［定休日］		無休

［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1109
［電話］03-4405-9897
［営業時間］	11:00‐22:00(21:00最終受付)
［定休日］	不定休

オリエントターキッシュ
新宿駅南口から徒歩5分、10年以上愛される老舗レストラン。
＂世界三大料理＂として知られるトルコ料理を、日本人向けに
アレンジせず本場の味のままでご提供しています。トルコ発
祥のケバブはハラルにも対応しており、ラム、ビーフ、チキ
ンとお肉の違いを楽しむことができます。石鍋の中に野菜と
ラム肉をふんだんにつめて、特製スパイスと一緒にオーブン
で焼いたカッパドキア地方の名物、「ラム肉のギュベッチ」は
当店でも人気のメニューです。是非、トルコ気分が味わえる
お料理の数々をご堪能ください。

■ 慶應カードの提示で、お会計より８%割引
※他サービス・他クーポンとの併用不可
※ディナータイムのみ可

Relaxation Salon Chico（リラグゼーションサロン・チコ）

KEIO TECHNO-MALL 2016
第17回 慶應科学技術展

■  アロマトリートメント or フェイシャルトリートメント or もみほぐし
　（60min） ￥6,800 → ￥5,000
　（90min） ￥9,800 → ￥7,500
　（120min） ￥12,800 → ￥10,000
※ご新規さま限定、他サービス・割引などとの併用不可
※女性専用サロンです（チケット購入は男性も可）。　※お支払は現金のみとなります。

慶應カード特典

新宿駅から好アクセスの女性専用リラクゼーションサロン
「Relaxation	Salon	Chico」。日々のストレスから解放される、
素敵で落ち着いた空間のなかで、JAAアロマコーディネー
ター、海外でマッサージの資格を取得したオーナーセラピス
トが丁寧に施術いたします。オールハンドにこだわり、なめ
らかな手技でお体を暖め、全身の緊張やコリ、ハリを解いて
いきます。完全個室ですので、周りの目やざわつきを気にせ
ずお気軽にお越しください。ときにはご自分へのご褒美に、
多忙な日常を忘れて心身を癒やすひとときを楽しまれてみて
はいかがでしょうか。

KEIO TECHNO-MALL（慶應科学技術展）が、今年も12月16日（金）に開催となります。
慶應義塾大学理工学部・理工学研究科の成果を広く発信し、共同研究や技術移転
など、産学官連携のきっかけとなる出会いの場を提供するイベントです。大学最
大規模の約100件の実演中心の展示、研究者による技術セミナーの他、メインイベ
ントとして「新国立競技場をつくる」と題した建築家・隈研吾氏へのインタビュー
や、脳科学者・茂木健一郎氏によるラウンドテーブルセッション「コンピュータに
騙される人間の脳－バーチャルリアリティとロボットに見る」を予定しています。
ご来場をお待ちしております。

［日時］2016年12月16日(金) 10：00 ～ 18：00
［会場］東京国際フォーラム 地下2階（ホールE2） ※入場無料、ご登録は不要です。
［ URL］http://www.kll.keio.ac.jp/ktm/

慶應カード特典

飲	食

専門店
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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 千葉編

［慶應カード特典］
会員専用webページから特別
宿泊プランなどのベストプラ
イス予約が出来ます。または、
基本宿泊料金の10％割引

（ GW、夏休み、年末年始を
除く）
＊ご予約時、会員である旨お申し出ください。
＊会員専用ページからの予約を含む、他の割引商品との併用はできません。

［専用webページ］
http://kae.me/GRANVISTA

［一言PR］鴨川シーワールドオフィシャルホテル。滞在期間中
の入園パスポート付き。全室オーシャンビュー！　温泉、バ
イキングのほかキッズルーム完備で大人もお子さまも満喫！

千葉県鴨川市東町1464-18　 電話04-7092-3151

鴨川シーワールドホテル

※2016年10月15日現在の情報です。

温 泉 豆 知 識
温泉神社

「八百万の神」が住まう日本には、温泉の神様も存在します。
温泉を掘り起こしたと逸話のある、大己貴命（オオナムチノ
ミコト）と少彦名命（スクナヒコナノミコト）の二神をはじめ、 
様々な神様を祀る神社が日本各地に点在します。

大山千枚田や太平洋の雄大な自然に恵まれた鴨川。温暖な
気候で1月から花摘みやイチゴ狩り、夏は海水浴、サーフィン
などマリンスポーツは一年を通して楽しむことができるほか、
季節ごとに山の幸と海の幸を味わうことができるのも魅力の
一つです。

日常生活では出合うことのない、海の生き物たち。それぞれに豊
かな特徴や生態を持つ個体が生き生きと活動し、かけがえのな
い生命活動を育む姿は、私たち人間の想像を大きく超え、新鮮
な驚きや純粋な感動さえも感じさせてくれます。海の王者シャチ
をはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ。４つの動物のパフォーマ
ンスが人気の鴨川シーワールドでは800種11,000点の海洋生物の
展示に加え、希少生物保全活動なども行っており、生命とそれを
とりまく環境の大切さを学ぶことができる場も提供しています。

隣接する
鴨川シーワールドで
遊ぼう・学ぼう

泉質：単純硫黄冷鉱泉

鴨川温泉

千葉県鴨川市東町1464-18
営業時間などはwebサイトをご確認ください。
http://www.kamogawa-seaworld.jp
慶應カード特典 ▶ 入園料10％割引
＊カード１枚につき５名様まで有効、他の割引との併用不可。
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お お うえ の 北 京 便り

海外在住塾員のレポート等をご紹介いたします。
CULTURE

「
ワ
ー
キ
ン
グ
マ
ザ
ー
」事
情

母車を担ぐ、あやす、抱っこするなど、何とかして子
供に構いたい同僚が息子を囲んでちやほやしてくれ、
日本で感じる	「他の大人への気兼ね」など毛頭も感じ
ることがなかった。「子供中心型」の職場環境は恐ら
く個々人への仕事の負荷が軽いせいもあるのだろう
が、スチュワーデスに至るまで仕事の合間に他人の子
に構いたがるのは中国人の特徴だ。老若男女を問わ
ず子供のことになると皆目尻が下がり、全てに甘い。
地下鉄でも子供を見るとすぐ席を替わりたがる人がい
るので、日本の感覚で	「子供は立たせておいてもいい
んじゃないか？　甘やかしすぎでは？」と内心思いなが
ら横目で見ている。
　

　職場で子育ての話をしていて、「私は平日24時間お
手伝いさんを雇って自分はたまに手が空いている時だ
け育児している、ほとんど休日だけの母なんですよ」
と自己否定的に語ったら	「私たちは自分の親	（または
保育所）に預けっぱなしで子供に会うのは金曜の夜か
ら日曜の午後までだよ、それだけでも大変なのに毎
日見ているあなたは偉い」と褒められ、驚いたことが
あった。毎日外食をしていたとしてもそれを責める人
はめったにいないし、面倒なことはすぐにお手伝いを
雇う。女性の家事遂行に対して要求レベルが高く	「暗
黙の掟」で自他共に抑圧されている日本の環境とは違
う。低賃金で人が雇える状況は都市化した今もなお
続いていて、家事の嫌いな私にはありがたいことだ。
中国のワーキングマザーたちの時間と心の余裕は日本
の何十倍もある。母親でも仕事や自己実現のために
のびのび生きていても誰からも後ろ指は指されない。

　都市化が進み北京と言えども西洋式の堅苦しい職
場が増えてきているが、スタート地点が日本とは違う
為、まだまだ妊娠・出産・育児には甘い。国の法律
でも	「妊娠した女性は出産休暇が終わるまで解雇で
きない」「出産前後６ヶ月の有給休暇」「数割支給の準
有給育児休暇の延長を会社が認める義務」など、日本
より女性に優しい法律が沢山ある。北京のおばさんた
ちは自信満々で他人の子育てにうるさいほど口を出す
し、若くとも妊娠中の同僚にはあれこれ気を配り世話
を焼く。日本ではたった一人で奮闘するママが多いと
聞くが、私はそういった孤独とは対極の	「過干渉」の子供には甘い中国人

　私はずっとホテルや教育機関などに転職を繰り返し
ながら、サラリーマン生活を17年ぐらい続けている。
その間にシングルマザーとなり一人で子育てを経験し
た。そこで断言できるのは、中国には子育てをする女
性に対する上司や同僚の温かいまなざしがあること
だ。これは日本が逆立ちしたってかなわない。
　妊娠中の私がバスに乗った途端、車掌が		「はい、
そこの若者、この妊婦さんに席を譲りなさい」とマイク
で命令する。北京は	「子供を産む人、連れている人」
に筋金入りで優しい街だ。出産後も子供関連のお願
いは大抵融通が利き、突然のシフトなどでお手伝い
の都合がつかないときは子連れ出勤もOK、会社の福
利厚生の旅行宴会などにも子供を連れて行けた。乳

ワーキングマザーが甘えられる北京の社会

女性への役割要求レベルの違い

日本より整備されている
妊娠～子育て関連の法律環境
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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!!

http://www.sekigaku.net/

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/

中で街の人々の力を借りながら、仕事と家庭の両立と
いう大変な時期をストレスなく乗り切ってしまった。
　今でも思い出すと気持ちが温かくなる体験が一つあ
る。ホテル勤務時代には日本語の必要な状況に出く
わすと夜中でもバンバンかかってきた電話が、出産し
た途端にピタッと止んだ。聞けば接客部門長が皆に
言い含めてくれ、どんなに困っても身振り手振りや片
言の英語などで問題を解決し、全員で子育て中の私
を気遣ってくれていた。皆が他人の子育てを応援し、
各自ができる事を長期間にわたって行うやさしい心根
に感動した。

　子供が入園・入学すると家族総出でお迎えに精を
出す。誘拐が怖いのもあるが、ほとんどの家庭では
目の中に入れても痛くないほどかわいい子供中心に時

間が回っているのだ。働き盛りの男性が４時半ごろ子
供のお迎えに走り、また職場に戻るのを何度も目撃
した。
　今の勤務先には、一年間に８時間、学校からの通
知を持っていけば会社を休める	「保護者会休暇」があ
る。一回につき半日で事がすむので、普通は２回利
用できる。折角だからと軽い気持ちで保護者会に出
てみた。子供全員の保護者が必ず最低一名	（大体は
母親）は来ていて、日本の保護者会の感覚とは大違い。
専業主婦などあまりいないこの国で、100％の出席率
には恐れ入った。おめかしすることもなく普段着のま
ま、少しでも子供が学校でうまくやっていけるように、
ただただ真剣に先生の話に聞き入る。この真面目さに
「私はついていけない」と思いながらも、感心した。こ
の国では子供を大事にしない人は人間ではないと思
われているのだろう。

教育第一主義もワーキングマザーに追い風

■  保育料3,000円分のクーポンをプレゼント 
※https://smartsitter.jp	のマイページにてクーポンコード[KEIO157]を
入力してください。	

https://smartsitter.jp/

■  ご利用料金より一律５％割引
http://hospitality-one.co.jp/

慶應カード特典 慶應カード特典

スマートシッター ホスピタリティ・ワン
入会金・月会費無料、保育料は１時間1,500円〜。面談・
講習を経て、厳しい基準で選び抜かれた保育資格や経験
がある保育者の中から顔写真・プロフィール・レビュー
コメントを見て選択できます。万が一に備えた保険も完
備。仕事や家事の合間にPC・スマホより予約可能です。

24時間365日対応、専属看護師による訪問看護サービス
です。在宅をはじめ、病院外、施設外での様々なご要望
に対応し、介護に関する家族の様々な不安を解消します。
医療行為が必要なご家族がいても看護師がいることで旅
行にもいけます。

働く女性を支援 働きながら、育児や介護にお忙しい皆さまを支援する
慶應カード独自協力店をご紹介します。
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「将来をイメージする力」
　わたしは小さい頃から、自分が大人になったときの姿をうまく想像できないでいました。夢
そのものはたくさんありました。お花屋さん、漫画家、ホテルマン……。だけど、どれもこれ
もその職業に就いた自分を想像できませんでした。大学に進学し「弁護士」という夢を持つよう
になってからも、相変わらず自分が弁護士になったときの姿をまったく想像できないでいまし
た。将来の自分の姿をイメージしようとすると、どこからともなく霧が立ち込めてきて、あた
り一面が真っ白に覆われてしまう……そんな感じでした。結局、想像できないままに弁護士に
なるという夢は諦めてしまいました。
　今回、撮影をしながらインタビューを聞かせていただき、皆さんがしっかりと将来の自分の
姿をイメージしながら学生生活を送られていることに驚きました。こうなりたいから、いまこ
う過ごしている、とハッキリ話す学生を見て、眩しさを感じると同時に、羨ましさも感じました。
わたしも学生時代に将来をこんなにもしっかりと見据えることができたら、また違った人生を
歩めていたのかもなあと。
　写真家というと「想像力が豊か」だと思われることが多いのですが、わたしは自分の将来の姿す
らイメージできないほど想像力が欠如した人間です。写真家になった今でも、やはり未来のこと
はうまく想像できません。どうやったら彼らのようにうまく想像ができるのでしょうか。知りたい。

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

慶應カード（塾生［学生］）会員の皆さまへ

● カード会社の年会費が必要となります。
● 海外旅行傷害保険の内容が変更となるカードがございます。
● ご申請によりキャッシングが可能となります。
● 塾員の皆さま専用の慶應カード独自特典がございます。

ご卒業後のカードの変更点

是非ご卒業後も慶應カードをご活用いただければ幸いです。

※慶應義塾図書館の塾員入館券の発行料が無料となります。
※三田キャンパスの社中交歡萬來舍の入館証としてご利用いただけます。
※野球・ラグビー・アメフトの早慶戦やコンサートへのご招待がございます。

来春卒業予定の皆さま…
これまでのご利用ありがとうございました。
引き続き「慶應カード（塾員・教職員）」をご利用ください！
来春ご卒業予定の皆さまはご卒業に伴い、いったん「慶應カード（塾生［学生］）」のご利用は終了となります。ご卒業後は、引
き続き「慶應カード（塾員・教職員）」がご利用いただけます。各ご契約カード会社より順次、ご卒業後の進路についてお尋ね
するお手紙を差し上げます。必ずご開封いただき、書類の返送またはお届けをお願いいたします。大学院等にご進学される方
でいらっしゃっても、慶應カードは塾員・教職員用となりますので、お手続きの際はご注意ください。
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昭和63年経済学部卒業・Ttmyさま

昭和40年経済学部卒業・ゴマちゃんさま

今 回 ご 応 い だ る ケ ト募 た け チ ッ

往復はがきにてご応募ください。

塾員会員、父母会員の皆さまが対象となります。

応募方法

● 宛名の間違いが増えております。お確かめの上ご応募ください。
●お１人様１通のみのご応募ごなります。２通以上お申込の場合

は無効となりますのでご注意ください。

必要記入
事項

〒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係

応募先

●ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
　2017年1月30日（月）（必着）

2月6日ごろ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
　2017年3月1日（水）〜3月31日（金）（必着）

4月10日ごろ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

ご希望のチケット名、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

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

往信のうら

お申込の方の
ご住所
お名前

返信

返信のおもて

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月に開催される定期演奏会に抽選で
20組40名様をご招待いたします。

第220回定期演奏会

日時：2017年3月10日(金)19：00開演
会場：横浜みなとみらいホール　大ホール
指揮：大河内雅彦
曲名（予定）：	シューベルト／「ロザムンデ」序曲	

	ワーグナー／「リエンツィ」序曲	
	マーラー／交響曲第9番	ニ長調

※未就学児入場不可

20組
40名様
20組
40名様父母

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

日時： 2017年４月29日（土・祝）
	14：00	KICK	OFF	
	（開始時間は予定）

会場： 駒沢陸上競技場（予定）

20組
40名様
20組
40名様父母

会員特典のご招待をご利用ください
慶應カードでは、塾員・父母会員さまへの特典の一つとして、演奏会や試合への無料ご招待を実施し
ています。今回は 2 種類のチケットをご用意。当選された会員さまからは若さとエネルギーを感じた、
慶早戦の雰囲気を楽しんだなどの感想をいただいております。皆さまのご応募お待ちしております。

慶應義塾ワグネル・
ソサィエティー・オーケストラ

体育会アメリカンフットボール部
ユニコーンズ

明治34年に創立した日本最古のアマチュア
学生音楽団体。ドイツの作曲家リヒャルト・
ワーグナーの先進性、伝統に縛られない自
由な発想、そして新しいものへと挑戦する
開拓者精神を理想とし、その名にちなんだ
名称となりました。年3回の定期演奏会のほ
か、慶應義塾大学の公式行事における演奏
や様々な依頼演奏を行っています。

昭和10年にクラブ組織として発足。太平洋
戦争中・戦後の活動停止後の昭和21年、体
育会加入を認められ、東京六大学リーグ優
勝、第1回甲子園ボウルで同志社大学を破り
初代学生王座に輝いた歴史を持ちます。

子供たちが成長し、最近夫婦で外出する機会が増えてきたので、
平成27年度ワグネル定期演奏会の応募させていただきました。慶
應ワグネルの定演に足を運んだのは今回初めてでしたが、これが
20歳前後の若者たちが演奏しているとは思えないくらい完成度が
高く、若いエネルギーと迫力に満ちたものでとても感動しました。
特にマーラーの交響曲第１番の第四楽章は圧巻でした。また機会
があれば是非聴きに行きたいと思いました。

試合は一寸がっかりでしたが、五月晴れの駒沢公園で慶早戦の雰
囲気を楽しみました。
貴重な券をありがとうございました。
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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。

http://www.keiocard.com/mag/

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。

祝10回！
みなさまのおかげでここま
でこれました！
青島広志による世界一た
のしくわかりやすいクラシ
ック。

1／10
（火）

締 切

日時： 2017年４月12日（水）19：00
 2017年４月15日（土）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・カリニャーニ
演出：マリオ・マルトーネ
出演：  カルロ・ヴェントレ、セレーナ・ファルノッ

キア、ヴラディーミル・ストヤノフ、妻屋
秀和　ほか

※未就学児入場不可

頭上で展開するFMX（モトクロスバイク）やBMX
（自転車）等を使ったハイスピードパフォーマンス

は圧巻の一言！スピード感溢れるアクション＆ス
ポーツ　エンターテインメントをお見逃しなく！

ナイトロ・サーカスの
動画はこちら！

日時： 2017年２月19日（日）17：00
 2017年２月20日（月）19：00

会場：東京ドーム
価格：  （2/19）S席　12,000円▶8,900円

（2/20）S席　11,000円▶7,700円

日時：2017年１月25日（水）19：00
会場：サントリーホール
価格：Ｓ席　7,500円▶ 6,400円
指揮：シルヴァン・カンブルラン
女声合唱：新国立劇場合唱団
曲目： デュカス／舞踊詩「ラ・ペリ」、ドビュッシー／

 夜想曲、ショーソン／交響曲 変ロ長調 作品20
※未就学児入場不可
※都合により曲目、出演者などが一部変更される
場合もございます。あらかじめご了承ください。

日時：2017年２月26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：ミハイル・プレトニョフ
チェロ：アンドレイ・イオニーツァ＊

曲目：  ストラヴィンスキー／ロシア風スケルツォ、プロ
コフィエフ／交響的協奏曲（チェロ協奏曲 第２
番）＊、ストラヴィンスキー／バレエ組曲『火の鳥』

※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。あらかじめご了承ください。

日時：2017年３月12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
ピアノ：松田華音＊

曲目：  ラフマニノフ／ピアノ協奏曲 第２番＊、
チャイコフスキー／交響曲第６番『悲愴』

※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。あらかじめご了承ください。

東京フィルハーモニー交響楽団
２月オーチャード定期演奏会

1／25
（水）

締 切

12／21
（水）

締 切

読売日本交響楽団
《フランス音楽名曲選》

3／9
（木）

締 切

ナイトロ・サーカス
10周年ワールドツアー 東京公演

1／15
（日）

締 切

東京フィルハーモニー交響楽団
３月オーチャード定期演奏会

2／12
（日）

締 切

世界まるごとクラシック2017

2015年チャイコフスキー国際音楽コンクール
優勝で注目を浴びるソリスト、イオニーツァが
巨匠ミハイル・プレトニョフとともに登場！

フランスの鬼才カンブ
ルランが、珍しいショ
ーソンの交響曲をはじ
め、デュカス、ドビュッ
シー作品を並べたプロ
グラムを披露。色鮮や
かな響きをご堪能くだ
さい。

日時： 2017年２月11日（土・祝）11：30／15：30
会場： 東京国際フォーラム　ホールＡ
価格： 全席指定　5,500円▶5,000円
指揮／お話： 青島広志
管弦楽： シアター オーケストラ トーキョー
曲目： ラヴェル／ボレロ、エルガー／威風堂々、

ドヴォルザーク／交響曲第９番「新世界よ
り」第４楽章、J.S.バッハ／G線上のアリア、
久石譲（青島広志編曲）／アニメ『となりの
トトロ』より＂さんぽ ＂   ほか

※３歳以下入場不可
※演奏曲目は変更になる場合がございます。

撮影：三枝　近志

新国立劇場
オペラ「オテロ」

ⓒ上野隆文 ⓒThomas	von	Wittich

若き天才指揮者バッティストーニが青春時代
をともに過ごしたロシア音楽の名曲を、才媛・
松田華音のピアノとともにお届けします。

ⓒ上野隆文 ⓒAyako	Yamamoto

英雄オテロの心の迷宮、そして破壊――。
水の都ヴェネツィアを舞台にし、本物の水50トン
を使用した圧巻の音楽ドラマをお贈りします！

Photo	courtesy	of	Nitro	Circus



KEIO CARD NEWS vol.39    13

2／9
（木）

締 切

日時： 2017年２月18日（土）16：00 
2017年２月19日（日）12：00

会場：明治座
価格：Ｓ席　11,000円▶8,800円
出演： 福田こうへい、角替和枝、小林綾子、 

曽我廼家文童、西山浩司、遠藤真理子  ほか
※６歳以上有料／５歳以下のお子さま入場不可

福田こうへい特別公演
1／16
（月）

締 切

第一部は、懐かしい
昭和の心温まるお芝
居を、そして第二部
では「南部蝉しぐれ」
をはじめ、民謡で鍛
えぬいた歌声をたっ
ぷり聴かせます。

マリメッコ展
デザイン、ファブリック、ライフスタイル

演目：  一、長唄（上）雛鶴三番叟（ひなづるさんばそう）
一、長唄（下）華絵姿（はなのえすがた） 
一、大和楽　夜の梅 
一、新邦楽 赤坂 姫くま手（あかさかひめくまで）
　　奏風楽

日時：  2017年３月10日（金）11：30／15：30 
2017年３月11日（土）11：30／15：30

会場：TBS赤坂ACTシアター
価格：Ｓ席　7,000円▶6,300円
※未就学児童入場不可
※演目名は変更になる場合がございます。

第五十五回 記念公演 赤坂をどり

1／29
（日）

締 切

19世紀末パリで活躍し、
20世 紀 美 術を予 兆 する
革新的な芸術活動を行っ
た 若き芸 術 家グル ープ

「ナビ派」。本展ではオル
セー美術館が誇るコレク
ションから、ナビ派芸術
の全貌と魅力を日本で初
めて本格的に紹介する。

「絵画」「愛用品」「空間再
現」で波乱の一生、そして
革命期の真実に迫る。
これぞ、マリー・アントワ
ネット展の集大成。

日時： 2017年２月４日（土）〜５月21日（日） 
10：00〜18：00（祝日を除く金曜日と第2水
曜日、会期最終週平日は20：00まで。）入館
は閉館の30分前まで。 
休館日：毎週月曜日（ただし、３月20日（月）、
５月１日（月）、15日（月）は開館。）

会場：三菱一号館美術館
価格：一般（前売）　1,500円▶1,450円

日時： 開催中〜2017年２月26日（日） 
10：00〜20：00（ただし、火曜日は17：00ま
で）入館は閉館の30分前まで。 
会期中無休

会場： 森アーツセンターギャラリー（六本木ヒル
ズ森タワー52階）

価格： 一般（当日） 1,800円▶ 1,560円
大学・高校生（当日） 1,200円▶　980円 
中学・小学生（当日） 600円▶　380円

オルセーのナビ派展：美の預言者たち
―ささやきとざわめき

ヴェルサイユ宮殿《監修》
マリー・アントワネット展
〜美術品が語るフランス王妃の真実〜

2／2
（木）

締 切

2／9
（木）

締 切

国立能楽堂の養成研
修修了生をはじめと
した若手能楽師が名
作に挑む若手能公演。
今回「須磨源氏」では
人間国宝梅若玄祥が
地謡を務め若手を支
えます。さらに好評の
字幕表示システムを
ご用意しております。

日時：2017年３月４日（土）13：00
会場：国立能楽堂
価格：脇正面席　2,600円▶2,500円
出演：能「吉野静」和久荘太郎（宝生流）　
　　　狂言「文蔵」高野和憲（和泉流）
　　　能「須磨源氏」松山隆之（観世流）
※乳幼児の入場不可

第26回若手能東京公演
1／25
（水）

締 切

DIDは、真っ暗闇のエンターテイ
ンメント。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 B1F 

（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前駅）
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、2月20
日（月）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サイトにてご確認ください。満席の場
合、ご希望に沿えないことがございます。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）暗闇体験

1／31
（火）

締 切

寒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。優待パスポートを賢く利用して
めいっぱい遊んでください。

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。

※３月31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
3／9
（木）

締 切

©'76,'96,'99,'01,'13,'16 SANRIO 
APPROVAL No.P0810193

日時：  2017年２月15日（水）11：30／2017年２月17日（金）11：30
2017年２月18日（土）15：30／2017年２月19日（日）11：30 
2017年２月20日（月）13：00

会場：三越劇場
価格：全席指定　8,600円▶7,740円
出演：  一路真輝、竹下景子、いまむらいづみ、 

丹羽貞仁、森宮隆、渋谷飛鳥、西郷輝彦
※未就学児童入場不可

三越劇場創立90周年〈石井ふく子名作劇場〉
「君はどこにいるの」

1／15
（日）

締 切

作家・小島政二郎自身と娘との実話を原作に、
石井ふく子の演出でお届けいたします。以前
は当たり前であった「家族」が互いを思いやり、
助け合いながら明るく平凡に毎日を送ってゆ
けることの素晴らしさ・ありがたさ・喜びを感
じられる作品です。

フィンランドのデザインハ
ウス、マリメッコ。ファブ
リック、ヴィンテージドレ
ス、スケッチなど計200点
以上、デザイナーへのイン
タビュー、ヘルシンキのプ
リント工場の映像などの
展示を通して、その歴史と
魅力を紹介します。

日時： 12月17日（土）〜2017年２月12日（日） 
10：00〜19：00（金・土は21：00まで。 
12月31日（土）を除く。）入館は閉館の30分
前まで。 
会期中無休　※１月１日（日・祝）を除く

会場：Bunkamura ザ・ミュージアム　
価格：一般（前売） 1,200円▶1,100円
　　　大学・高校生（前売） 800円▶　730円
　　　中学・小学生（前売） 500円▶　450円
※ 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）。

ファブリック《ウニッコ》（ケシの花）、
図案デザイン：マイヤ・イソラ、1964年
Unikko	pattern	designed	for	Marimekko	

by	Maija	Isola	in	1964

ピエール・ボナール《格子柄のブラウス》1892年
油彩／カンヴァス61×33cm

©	RMN-Grand	Palais	(musée	d'Orsay)	/	Hervé	
Lewandowski	/	distributed	by	AMF

普段はお座敷でしか見ることのできない、赤坂
芸者の技芸や艶姿。ニッポンが誇る伝統の美
を是非ご堪能ください。桜の季節にふさわし
い艶やかで繊細な舞い。赤坂花柳界の＂粋＂が
今年も華やかに咲き誇ります。

メールマガジンの配信登録

http://www.keiocard.com/mag/ ・	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。
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日時： 2017年３月12日（日）12：00 
2017年３月18日（土）12：00 
2017年３月26日（日）12：00

会場：国立劇場　大劇場
価格：１等Ａ席　10,000円▶8,500円
出演：中村吉右衛門　ほか

国立劇場開場50周年記念　
平成29年３月歌舞伎公演
通し狂言「伊賀越道中双六」

1／31
（火）

締 切

歌舞伎の作品では
初めての読売演劇
大賞を受賞したあ
の「岡崎」待望の再
演！ 開 場50周 年 記
念の掉尾を飾るに
ふさわしい珠玉の
舞台にご期待くだ
さい。

第一部
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、傾城反魂香
二、義経千本桜 吉野山

第二部
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、双蝶々曲輪日記 角力場
二、御存鈴ヶ森
三、棒しばり

神秘的な海の世界と
主人公アリエルが憧
れる陸上の世界が華
やかに描かれていま
す。 未 知 の 世 界 へ 勇
気を持って進んでい
くアリエル。
ディズニーならでは
の「ハッピーエンドの
エンディング」劇場全
体を温かく包み込み
ます。

日時： 2017年１月22日（日）15：00 
 2017年１月23日（月）11：00 
 2017年１月24日（火）11：00 
 2017年１月26日（木）15：00

会場：浅草公会堂
価格：１等席　9,000円▶7,650円
出演（予定）： 尾上松也、坂東巳之助、中村壱太郎、中村隼人、

 中村錦之助　ほか

日時： 2017年２月３日（金）13：30 
2017年２月５日（日）13：00 
2017年２月11日（土・祝）17：30

会場： 積水ハウスミュージカルシアター四季劇場
［夏］

価格：Ｓ席　10,800円
※この公演は定価での販売となります。

新春浅草歌舞伎

リトルマーメイド

12／21
（水）

締 切

12／26
（月）

締 切

新春ご挨拶申し上げます

家族にきずなが生ま
れたとき、ひとつの奇
跡が起こった—

日時： 2017年１月16日（月）15：15 
2017年１月18日（水）11：00 
2017年１月21日（土）15：15 
2017年１月22日（日）11：00

会場：三越劇場
価格：全席指定　9,000円▶6,700円
出演： 水谷八重子、波乃久里子、 

喜多村緑郎、市川春猿 改め 河合雪之丞  ほか

日時： 2017年２月21日（火）18：00 
2017年２月23日（木）13：00

会場： 日生劇場
価格： Ｓ席　13,000円▶11,700円
出演： 川平慈英、浦井健治、霧矢大夢、 

赤根那奈（夢咲ねね 改め）　ほか
※未就学児童入場不可

初春新派公演
「華岡青洲の妻」

日生劇場
ミュージカル「ビッグ・フィッシュ」

12／15
（木）

締 切

12／20
（火）

締 切

「慶應義塾の森」がある宮城県・南三陸町。東日
本大震災では甚大な被害を受けました。その南
三陸町のゆるキャラ、オクトパス君は、「オクトパ
ス＝置くとパス」ということから、合格祈願グッ
ズとして人気となり累計8万個以上の売上げを達
成しています。オクトパス君製作も含め「南三陸
が元気になるために」をキーワードに活動してい
る南三陸復興ダコの会は、2016年に起きた熊本
地震支援を行っています。南三陸町・入谷地区は、
伊達藩養蚕発祥地でもあり、まゆ細工を作ってい
ますが、東日本大震災被災時には九州からも多く
の支援があり、2012 ～ 2013年と2年連続で人
気キャラクター「くまモン」が南三陸町を訪れた
ことから、九州の形の台座付き特別仕様まゆ細工

「くまころりん」を製作・販売し、1個の売上につ
き300円を熊本県・大分県で被災した方々への義
援金として寄附します。熊本地震では津波こそな
かったものの、広い地域で建物の倒壊が起こった
ほか、長期にわたる余震で不安をつのらせている
人々が多数いらっしゃいます。一方で東日本大震
災被災地の復興はこれからが勝負です。宮城、熊
本、大分を一度に支援できる愛らしい「くまころ
りん」、是非ご覧になってみて下さい。

南三陸発熊本応援プロジェクト

永遠の生命を信じた二人の男。その友情が生
み出した、醜い怪物と哀しい運命。全く新しい

「フランケンシュタイン」の物語がはじまる。

日時： 2017年１月19日（木）13：00 
2017年１月20日（金）13：00

会場：日生劇場
価格：Ｓ席　13,000円▶11,000円
出演： （1/19）柿澤勇人、小西遼生、音月桂、 

鈴木壮麻、相島一之、濱田めぐみ　ほか 
（1/20）柿澤勇人、加藤和樹、音月桂、 

鈴木壮麻、相島一之、濱田めぐみ　ほか

ミュージカル
フランケンシュタイン

12／18
（日）

締 切

九州の形の
台座付き

「くまころりん」

オクトパス君、くまころりんのお求めはこちらから
http://ms-octopus.xb.shopserve.jp/ 南三陸復興ダコの会

http://ms-octopus.jp/

2012年に南三陸町を訪問したくまもんと
オクトパス君

ⓒDisney

メールマガジンの配信登録

http://www.keiocard.com/mag/ ・	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。
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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）
冬季休業／2016年12月28日（水）〜2017年１月５日（木）　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 〜必ずご確認ください〜
■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、冬季休業中の
受付分は１月６日（金）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２月20日（月）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サイトでご確認の上、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 2017年３月31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

マリメッコ展 12月17日（土）〜
2017年２月12日（日）

①一般（前売）1,200円
→ 1,100円／枚

②
 枚

①×② 
円

①大学・高校生（前売）800円
→ 730円／枚

②
 枚

①×② 
円

①中学・小学生（前売）500円
→ 450円／枚

②
 枚

①×② 
円

オルセーのナビ派展 2017年２月４日（土）〜５月21日（日） ①一般（前売）1,500円
→ 1,450円／枚

②
 枚

①×② 
円

ヴェルサイユ宮殿《監修》
マリー・アントワネット展

開催中〜
2017年２月26日（日）

①一般（当日）1,800円
→ 1,560円／枚

②
 枚

①×② 
円

①大学・高校生（当日）1,200円
→ 980円／枚

②
 枚

①×② 
円

①中学・小学生（当日）600円
→ 380円／枚

②
 枚

①×② 
円

ダイアログ・イン・ザ・ダーク（DID）暗闇体験 2017年2月20日（月）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。
カードのご利用など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

慶應カード協力店募集中
慶應カードでは、会員の皆さま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、会員の皆さま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

　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。
　会員の皆さま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。
　カード会員の皆さまには、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
さまには、引き続き温かいご支援を賜りた
く、よろしくお願い申し上げます。

慶應カードニュース
Vol.39

2016年11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/

お待たせしました。慶應カードニュースVol.39をお届けいたします。2016年も残り少なくなってきましたが、
熊本地震や度重なる台風など自然災害の多い一年だったように感じます。慶應義塾も奨学金などで能力
のある学生の支援の拡充を行っております。慶應カードも奨学金の充実などに貢献できるように努める所
存です。今後とも、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。

全ての会員の皆さまが対象です。

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
 2017年１月31日（火）（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

くまころりん

特製スマホスタンド

熊本・大分県にまたがる熊本地震の被災地支援のために
宮城県南三陸町・入谷地区で製作しているまゆ細工、く
まころりんを１名さまにプレゼント。九州の形の台座が
ついた特別仕様です。(P14のご紹介記事をご参照くだ
さい）　

南三陸慶應義塾の森の間伐材を活用したスマホスタンド
を5名さまにプレゼント。天然素材ですので木目も様々、
それぞれ個性があります。（提供：慶應カード事務局）

読者プレゼント

1名さま

5名さま


