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慶應義塾高等学校は2018年に
開設70年を迎えます。

高等学校の3年間は生涯にわたる人間としての素地となる教養教育、とりわけその基盤を築く貴
重な3年間です。歴史に鍛え上げられた揺るぎない伝統を堅持しつつ、この素地を形作るための
核となる教育を「正統」の教育と位置付け、その充実をはかります。

大規模男子校であり、多彩・多様な個性を持った生徒が集うことは、高等学校の最大の特徴のひ
とつであり、日吉キャンパスの象徴でもあります。この特徴を最大限に活かして、「昔年の異端
妄説は今世の通論なり、昨日の奇説は今日の常談なり」（『文明論之概略』）にいう「異端」の志を磨
き、「異

イノベーション

端」を起こす気概を磨き上げます。それは国内に限らず、やがて多くの卒業生が遠く、広
く海外に活躍と貢献の舞台を求めて飛び出していくパワーの源泉ともなるはずです。

「正統」と「異
イノベーション

端」を兼ね備えた人物を育むにあたり、「半学半教」「社中協力」の精神に則って、生徒
同士はもちろんのこと、教職員、保護者、同窓生や日吉キャンパスに集う人々等が協力し合いな
がら、また学部・大学院・諸研究センターとの連携のもと多彩な学びのプログラムを開発・実施
することで、相互に学び合い、教え合うことのできる教育、すなわち「協育」の場を創造します。

「異端」の志を持ちそれを形にする気概を持つ者への組織的な支援や学
びのプログラム開発と実施のために必要な事業の財政基盤の確立をめ
ざして、高等学校独自の基金を設立します。

「正統」と「異
イノベーション

端」を兼ね備えた人物を育むために、そして「協育」を実践
し具現化するために、さまざまなプログラムを開設します。

「協育」に不可欠な知的・人的交流を促す空間の創出として、従来の学
校施設の枠を超えた新たな複合教育棟を建設します。
※次ページ写真参照

この開設70年を契機として、さらにその後の将来をも見据えながら、高等学校は「正統と異
イノベーション

端の協育」
を掲げ、「日吉協育モデル」と名付けた新たな教育の次元を切り拓くことをめざします。その企図する
ところは次の三つです。

「正統と異
イノベーション

端」を創造する本校独自の「日吉協育モデル」を構築するために、
高等学校は以下の三つを具体化します。

1

2

3

「正統」の鍛錬

「異端」の気概

「協育」の実現

「協育基金（仮称）」の設立

協育実践のための
「協育プログラム」の開設

協育実践の場となる
「新教育棟（仮称）」の建設

知的基礎体力の充実

グローバルリーダーの育成

義塾の理念の体現

❶

❷

❸
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講堂兼ホール

南側からの断面 南側からの鳥瞰

トレーニングルーム

東側（蝮谷側）からの外観　 エントランス 同窓会ルーム兼談話交流ルーム

国際交流ルーム

図書室

※慶應義塾に対する寄付金は、税制上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。
　詳しくは慶應義塾基金室webサイトをご確認ください。http://www.kikin.keio.ac.jp/

現在、慶應義塾高等学校開設70年事業募金を行っております。募金目的は、
●新教育棟（仮称）の建設
●既存施設（第一校舎、Ａ棟、Ｂ棟）の改修
●「グローバルリーダー協育基金（仮称）」
であり、目標額15億円、2017年９月30日まで受け付ます。

www.70th.hs.keio.ac.jp.

新教育棟イメージ図

開設70年事業webサイトはこちら▶
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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
スポーツジュエン

■  慶應カードのご提示で、スポーツ寿苑会員と同様にご優待(店頭表示価格より10%割引)。
※EC販売、一部対象外商品、サービス(修理など)を除く。チームオーダー優遇応相談。

慶應カード特典

スポーツジュエンは、個人スポーツからチームスポーツまで、あらゆるレベルのス

ポーツマインドとウェルネスをサポートする総合スポーツショップです。主要スポー

ツメーカーの良質なスポーツグッズとお買い得品の宝庫として創業４５年、上野ア

メ横エリアを中心にご愛顧いただいております。ジュニアからトップアスリート用

までの豊富な品揃えで皆さまのご来店を心よりお待ち申し上げております。

専門店

本店

各階とも豊富な品揃えで、どんなお客さまのニ
ーズにもお応えできるという自信があります。1
階に並ぶシューズ、特価品の品揃えは他のスポ
ーツ店とは比べ物にならないほどの充実ぶりで
す。 山のように取り揃えたウエア類は、毎日ス
タッフが心を込めてたたんでいます。お気軽に
手にとって、思う存分広げてご覧ください！

［所在地］ 東京都台東区上野 4-6-3
［電話］03-3831-7961
［営業時間］ 10：00-20：00　年中無休
［ URL］ http://z-b.co.jp/shop/hoteten/

VOLLEY
BALL

RUNNING

SWIMMING
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TENNIS

WALKING

ランニング館

レディース商品も多数取り揃え！
JR上野駅中央改札口出て真っ直ぐ、大きなシュ
ーズの看板が目印です！

［所在地］ 東京都台東区上野 6-14-7
［電話］03-3837-6171
［営業時間］ 10：00-21：00　年中無休
［ URL］ http://z-b.co.jp/shop/running/
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アメ横館

オリンピック選手が使用するような競技用ウエ
アが揃い、アスリートのかたがたがご来店くだ
さる一方で、日頃水泳を楽しんでいる親子連れ
の皆さまにも気軽に訪れていただけるアットホ
ームなショップです。「スポーツジムのプールに
通いたいけれど、どんな水着を選んでいいの
かわからない」そんなご相談もお気軽に。水
泳大好きのスタッフが丁寧に対応させていただ
いております。

［所在地］ 東京都台東区上野4-1-7
［電話］03-3831-0594
［営業時間］ 10：00-20：00　年中無休
［ URL］ http://z-b.co.jp/shop/ameyoko/
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ベネックス店（免税対応店）

チームオーダーへのきめ細やかな対応を心がけ
ています。 仲間とチームを立ち上げ、スポーツ
を楽しむ皆さまのお役に立てるよう、日々努力
を続けています。 「こんなグッズがあったら便利」

「少しでもカッコいいユニフォームで揃えたい」
といったご要望は、何なりとお申し付けください。 
皆さまと一緒に考え、最良のオーダープランをご
提案します。 また、チームコンセプトに沿った
ユニフォームやグッズの最新情報もご提供しま
す。お気軽にお声がけください！！

［所在地］ 東京都台東区上野 6-9-3 
［電話］03-3836-5057
［営業時間］ 10：00-20：00　年中無休
［ URL］ http://z-b.co.jp/shop/benex/

VOLLEY
BALL

RUNNING

SWIMMING

SOCCER

BASKET
BALL

FITNESS

BASEBALL

TENNIS

WALKING

アネックス店

生涯スポーツを始めましょう！
いくつになっても元気でイキイキ、はつらつとし
ている方、魅力的ですよね！ ジュエンでは生涯
スポーツを提案しています。ウォーキングにス
イミング。両方とも年齢に関係なく続けられる
スポーツです。アネックス店では、生涯現役の
アナタを応援します！

［所在地］ 東京都台東区上野 4-6-4 
［電話］03-5818-3879
［営業時間］ 10：00-20：00　年中無休
［ URL］ http://z-b.co.jp/shop/annex/
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川崎丸井・アメ横館アンテナショップ

スイムのことなら何でもご相談下さい！トップレ
ベル選手からジュニア用の各ブランドスイムウ
エア・トレーニンググッズまで豊富な取り揃え！
NEWモデルからお買得商品まで、お客さまを
飽きさせません！

［所在地］ 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11 
丸井川崎店５階 

［営業時間］ 10：30-20：30
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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955
［電話］03-3372-0781
［営業時間］12:00〜20:00 ※完全予約制
［定休日］日曜・祝日
［URL］ http://passionshinkyu.com/

［所在地］東京都渋谷区神宮前4-3-18
［アクセス］ 東京メトロ表参道駅A2出口より原宿方向へ向かい、SAINT 

LAURENT表参道の角を右折。突き当りを左へ、最初の曲がり
角を右折した２軒目です。

［営業時間］ 11：00-14：30 
※天候により変更する場合があります。

［定休日］不定休
ケータリングも承ります。
詳細は info@boucila.jp  にお問い合わせください。

PAssioN・鍼灸院（パッション・しんきゅういん）

Cerdo de Oro（セルド デ オロ）

■  美容鍼 50分コース     ￥8,000 →￥6,500
■  鍼灸治療 50分コース  ¥9,800 →￥7,300
■  その他のメニューは10%割引
◦ 上記以外の美容鍼、鍼灸コースに加えマッサージ、カッピングなどのメニューも豊富にご

用意しております。
※ 初回はメニュー料金に加え初診料2,000円、カウンセリング料.3,000円が加算されます。

他サービス、他クーポンとの併用不可。お支払は現金のみとなります。

慶應カード特典

■  ご注文時の慶應カードご提示でレモネード（レギュラーサイズ）を 
 プレゼント。

※ お支払は現金のみとなります。他の優待・プロモーション等との併用不可。

慶應カード特典

新宿駅南口から好アクセスの場所で男女共に施術可能な完全個室サロンです
（男女患者着、貸出し無料）。当院では、はり・きゅう等初めての方でも痛み

の少ない数々の治療法を国家資格取得者が丁寧に施術いたします。全てディ
スポ鍼（使い捨て鍼）を使用しているので衛生面での心配はございません。
また、当院ではバリ式マッサージの導入によりリラクゼーションも含んだオ
リジナルの施術を致します。（バリ式マッサージはインドネシア政府認定ディ
プロマ取得者が施術）
男性も全て施術可能な新しいタイプの鍼灸院です。

都内に個性的な飲食店９店舗を展開する協力店、ボウチラグループの最新
移動店舗が表参道に登場しました。ポップな移動販売車でご提供するのは
キューバサンドやキューバライス、フライドポテトなどマイアミで人気のメニ
ュー。爽やかなフレッシュレモネードもご用意しております。表参道の路地
裏散策とともに本場で学んだ味をお楽しみください。

専門店

慶應カード（塾生［学生］）会員の皆さまへ

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。
ご利用枠の一時的な増額及び海外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相談ください。

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
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など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。

〈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  FORYOU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

飲	食
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温泉に行こう 箱根編 その２

［慶應カード特典］
正規基本室料（一般料金）か
ら10％割引

［一言PR］森の中の緑あふれ
る広いガーデンが印象的。人
気の温泉テーマパークユネッ
サンも目の前です。ホテル営
業は平成29年１月10日まで。思い出のホテルへもう一度……。

［慶應カード特典］
基本宿泊料５％割引

（ 1泊2食、税別・サービス料込）
＊ 1組1回の利用につきカード会員を含め

5名まで優待可、6名以上のグループ・
団体はお問合せください。他の特典と
の併用不可。

［一言PR］６本の自家源泉を
有し、毎分最大で720リットルの豊富な湯量を誇ります。また
１万坪の庭園があり、約７割のお部屋より庭園をご覧いただ
けます。

神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
電話：0460-82-4111

神奈川県足柄下郡 箱根町湯本597
電話：0460-85-5711（受付時間 9：00-20：30）

箱根ホテル小涌園吉池旅館

泉質： ナトリウムー塩化物泉泉質： ナトリウム・カルシウム－塩化物泉

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、はるか昔からわれ

われの生活に根づいてきた温泉。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、複数の成分を含んでいる場合もあり、バラエティーが豊かです。また、わ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など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。

箱根温泉は神奈川県足柄下郡箱根町にある温泉の総称で、箱根火山の

麓から中腹まであちこちに温泉街が点在しています。この温泉が知られ

るようになったのは、豊臣秀吉の小田原征伐がきっかけといわれます。

江戸時代には東海道沿いの温泉として栄え、「箱根七湯（街道からは外

れていた姥子の湯を入れて箱根八湯と呼ぶ場合もあり）」と呼ばれてい

ました。明治以降は保養地、観光地としての開発が進み、交通が非常

に便利になるとともに新たな温泉の掘削も進み、歴史ある上記の温泉

に加え、明治以降に開かれた9つの温泉を合わせて「箱根十七湯」、さ

らに早雲山、大涌谷、湖尻を加えて「箱根二十湯」と呼ぶこともあるそ

うです。箱根十七湯からは全国第5位を誇る1日2万5千トンの湯が湧き出

ます。泉質は、アルカリ性単純温泉、食塩泉（ナトリウム-塩化物泉）、

石膏泉（カルシウム・硫酸泉）など約20種類にも及びます。
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期間中はティータイムをお休みし、入館チケットでオリエント急行車内を自由に
ご見学頂きます。
※  毎週火・金曜日にミュージアムツアー（作品解説）を開催

スタッフの個性あふれる解説とともに作品鑑賞をお楽しみください！

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原186-1
電話： 0460-84-2255　URL：http://www.lalique-museum.com/

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

（税抜。除：添い寝のお子様）
＊P7下のご利用条件をご確認ください。

［一言PR］芦ノ湖の近くにあ
り、珍しい茶褐色の温泉に
は、湯の花も多く浮びます。
広い会議室やマージャンルームも完備し、さまざまな用途に
ご利用いただけます。

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

（税抜。除：添い寝のお子様）
＊P7下のご利用条件をご確認ください。

［一言PR］国道１号線沿いで、
アクセス良好。お湯は柔らか
な透明泉です。日本で生ま
れ育った牛肉のすき焼きが人気です。広い会議室があり会合・
研修などにもぴったりです。

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根159-22
電話：0460-84-9171

（予約：03-5695-2500、年中無休9：00～17：00）

神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下476
電話：0460-82-5180 

（予約：03-5695-2500、年中無休9：00～17：00）

箱根アルパインハウス（四季倶楽部）

ヴィラ箱根80（四季倶楽部）

泉質： マグネシウム・カルシウム・ナトリウム・
 硫酸塩・炭酸水素塩泉

泉質：ナトリウム塩化物泉

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

（税抜。除：添い寝のお子様）
＊P7下のご利用条件をご確認ください。

［一言PR］強羅駅に近く、客
室から広い中庭を眺められ
ます。乳白色のお風呂と、創
作和懐石料理（2,500円～）などをお楽しみください。卓球・
カラオケ・宴会場もご用意。

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

（税抜。除：添い寝のお子様）
＊P7下のご利用条件をご確認ください。

［一言PR］客室から早雲山を
一望でき、５万円（税別）か
らの全館貸切も可能。カラ
オケルーム・マージャンルームもあり、お祝い・懇親などの場
に大変ご好評いただいています。

神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-304
電話：0460-82-3371

（予約：03-5695-2500、年中無休9：00～17：00）

神奈川県足柄下郡箱根町宮城野字日影山1358-4
電話：0460-87-2371

（予約：03-5695-2500、年中無休9：00～17：00）

強羅彩香（四季倶楽部）

箱根星の家（四季倶楽部）

泉質： 単純泉、硫酸塩泉

泉質：ナトリウム塩化物泉

企画展 豪華列車が旅した南フランス

ラリックの夢をのせて
箱根ラリック美術館

ニースやカンヌといった高級リゾート地で有名なコート・ダジュール。この展覧会で
は、南フランス行きの豪華列車オリエント急行「コート・ダジュール号」の旅に焦
点をあて、主要な停車駅の名産や風土にまつわるルネ・ラリックの作品をご紹介い
たします。当時の鉄道ポスターや特急列車の開通式を伝える映像など、ラリック
が活躍した時代の旅行に関する作品とともに、憧れの地である南仏を目指します！

※パートナー企業コードは「351-307（慶應カード）」となります。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」とご入力ください。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るため慶應カードメールマガジンなどでご案内いたします。

 オリエント急行の営業について

11月26日（日）まで開催中

■  入館料200円割引
大　人： 1,500円 ▶ 1,300円
大高生／シニア： 1,300円 ▶ 1,100円
小中生：  800円 ▶ 600円
※慶應カード会員本人を含め、５名まで優待可

慶應カード特典
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奈良時代に唐から伝来し、日本で独自の発展を遂げた箏。サブカルチャーや
和食などを入り口に、日本文化に興味を持つ外国人が増えるにつれ、徐々に
和楽器奏者の海外公演が増えているように感じます。塾員の中には歌手や俳
優など芸能の世界で活躍している方が何人もいますが、総合政策学部卒業後、
ニューヨークを拠点に活動する箏奏者がいることをご存じでしょうか。今回は、
箏の新たな可能性に挑戦を続けている黒澤有美さんにお話を伺いました。

編集部　伝統楽器である箏ですが、
身近に接したことのない、あるいは
良く知らない方が大多数のように感
じます。私自身は授業で演奏会にい
き、実演を１回聞いたきりです。
黒澤　はい、確かにそういった認識
の方々が多いのは確かだと思います
が、実は箏関係のコンサートも毎日
のように行われています。ただ、歴
史的流れなども影響してか、箏など
の伝統音楽と一般的な社会に隔たり
と言いますか、壁のようなものがあ
り続けていることは否めません。私
も東京拠点に演奏活動をしていた頃
から、そこに問題意識が強くあり、
独自の音楽的発展が必須と強く思っ
ていました。箏というと、わかりにく
い、難しいというイメージが強い方
もいらっしゃると思いますが、実は
とても色々な可能性を持った楽器で、
日本の箏独自の音色、響きが命です。
編集部　箏にも十三絃、十七絃など
がありますね。二十絃を選ばれたの
はなぜでしょうか? （※０絃からある
ので実際には21本の絃があるのだそ
うです！）
黒澤　十三絃や十七絃から始めまし
たので、今でも使用しますが、二十
絃を扱うことが大半です。15歳の時
に、二十絃の音色とテクニックの幅
の広がりなど、さらなる可能性を感
じて演奏し始めました。実際の演奏
を見ていただけるとわかりやすいの
ですが、21本になりますから、仕事
量が断然増えます。例えば、ピアノ
は10本指を使用します。箏も10本使
いますが、箏爪は３本のみ、それを

基軸にして、それぞれの指の仕事が
その時その時で色々に変化します。
編集部　ご両親ともに演奏家という
箏一家に生まれ、３歳から練習を始
めたとのこと。早くから才能を発揮
され文化庁芸術インターンシップ研
修員も修了されています。音大に行
きプロになる、というのが自然な流
れのようにも感じますが、慶應義塾
を選ばれた。それはどういう理由だ
ったのでしょうか？　また、在学中
は和楽器サークルで活躍されたので
しょうか？　 
黒澤　もちろん、音大受験の準備も
していましたが、音楽修行は続けな
がら、大学ではどうしても他の勉強
をしたいというとても強い思いがあ
り、周りの反対を押し切って慶應を
受験しました（笑）。伝統芸能に従事
しているからこそ、他のことを学ば
なければいけない、全ては繋がって
いるのだ、という夢を抱いて入学し
たことを覚えています。生まれも育ち
も伝統芸能畑でしたので、自分の基
本が硬かったですね！ でも、慶應義
塾大学にお世話になって、心から良
かった。面白い講義や、コンピュー
タミュージック研究室など、真新し
いことが沢山でした。コンピュータ
ミュージックは、その当時で一度封
印しましたが（笑）、NYに拠点を移し
た後、最初のオリジナル曲アルバム
を制作中に「今必要！」としばらく振
りに着手したことも懐かしいです。
編集部　15年ほど前からニューヨー
クを拠点にし、ご自身の努力で道を
切り開いていらっしゃいました。そ

のきっかけと軌跡を簡単に教えてく
ださい。
黒澤　それこそ、慶應在学中から計
７年間、NYに行きたい、とひたすら
思い続けていました。理由は至って
単純で、音楽的に他文化と混ざるこ
と。伝統芸能だからこそ、混ざらな
ければいけない、と。ゼロからのス
タートでしたので、時間がかかりまし
た。ただ、そんな中でも折々に素晴
らしい出会いや演奏の機会に恵まれ
ていたことも確かだと思います。混
ざること、垣根のない音楽活動を念
頭に置き、箏コンチェルト、オペラ
作品、ジャズバンドとの共演、ヒップ
ホップダンサーやDJとのコラボレー
ション、新作バレエや演劇のための
作曲とライブ演奏など、色々な経験
を重ねることができたと思います。
編集部　ヴィヴァルディの『四季』は、
音楽の教科書にも載っているほか、
テレビ広告などのバックグラウンドミ
ュージックに採用されることもあり、
日本人なら一度は耳にしたことがあ
るのではないでしょうか。先日の東
京でのコンサートでは、この名曲を
箏の独奏用にアレンジしたものを演
奏されたとのこと。これはヴァイオ
リン３名、ヴィオラ１名、あとは伴
奏のチェロなどで演奏しますよね。
二十絃箏と弦楽団、弦の合計本数と
ほぼ一緒かもしれませんが５名以上
で演奏するものを１名で、というの
は想像がつきません。なぜ、この曲
を選んだのか、またアレンジする上
での苦労などについて教えてくださ
い。

ニューヨークを拠点に伝統楽器＂箏＂の
可能性を探る　～黒澤有美さん～

塾員

インタビ
ュー
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黒澤　１年半前でしょうか。あるプ
ロデューサーさんから、ヴィヴァル
ディの『四季』を、二十絃箏のソロと
してアレンジしデモを送って欲しいと
いう依頼がありました。正直、何を
おっしゃっているのだろう、と。そも
そもソロの作品ではないし、箏は特
に音域と転調にリミットのある楽器
なので、不可能だと思いました。で
もそこは日本人、挑戦する気持ちが
刺激され着手しましたが、私として
はまだまだというものでした。その
後、去年のシリーズコンサートで少し
ずつテスト披露ということになり、年
末にはCDの録音まで漕ぎつけまし
た。アレンジも、その曲の演奏も、
年間を通して頭を抱えて悩んだもの

でした。完成した今では、嬉しさと
このような課題と機会を与えてくだ
さって、感謝しています。
編集部　最後に、読者の皆さまへメ
ッセージをお願いします。
黒澤　まずは、箏という難しそうな
イメージを脇に置いてとにかく実際

に体験、生で聴いて頂きたいと願っ
ています。いま、伝統と言われるも
のも、その瞬間その瞬間は新しいも
のでした。この時代だからこその作
品、演奏というのを体験して頂けた
ら心から嬉しく思います。

優雅なイメージとは裏腹に、二十絃の演奏には想像をはるかに超える体力が必要だそうで、黒澤さんは体力と精神面のメン
テナンスのためにランニングをし、NYマラソン完走体験もお持ちとのこと。お話を伺う中で、ふと、ピカソのことが頭をよ
ぎりました。バルセロナのピカソ美術館は10代で描いた＂普通＂の風景画なども展示していて、順を追ってみていくと若いう
ちに伝統技法を究めてしまい、新たな表現を模索するようになったのだ、と納得したのでした。二十弦箏は誕生してまだ50
年弱の若い楽器だそうですが、黒澤さんがその可能性に惹かれたというのも、幼い頃に従来の箏を弾きこなしてしまったか
らなのでしょう。今年は各地での演奏に加えケネディセンター主催コンサートにも出演予定とのことでますますの活躍が楽し
みな黒澤さん。次号よりニューヨークでの日常や演奏活動の中で感じたことなどを綴っていただきます。どうぞお楽しみに！

イ ン タ ビ ュ ー を 終 え て▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

●�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。お確かめの上ご応
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（ご希望のチケット名）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

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

慶應義塾体育会野球部 
秋季早慶野球戦へご招待

応募締切   9月30日（土）（必着）
ご招待するのは第2回戦となります。

50組
100名様父母

慶應義塾体育会蹴球部 
早慶ラグビー戦へご招待

試合日時・場所   11月23日（木・祝）・秩父宮ラグビー場
応募締切   9月30日（土）（必着）

10組
20名様父母

第142回慶應義塾ワグネル・ソサィエティー
男声合唱団定期演奏会へご招待

日程   11月11日（土）開場 16：00 開演 17：00
会場   東京芸術劇場　コンサートホール

演奏予定曲（一部）  男声合唱組曲『Enfance finie』
  作詩／三好達治 作曲／木下牧子 

  指揮／清水敬一 ピアノ／前田勝則  

 歌劇『タンホイザー』より 

  作曲／R.Wagner 編曲／福永陽一郎 

  指揮／佐藤正浩 ソプラノ／小川里美 

  バリトン／谷口伸　 

  オーケストラ／慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・OBオーケストラ 

  賛助出演／慶應義塾ワグネル・ソサィエティーOB合唱団 

  慶應義塾志木高等学校ワグネル・ソサィエティー男声合唱団

応募締切   8月17日（木）（必着）

20組
40名様
20組
40名様父母

父母

応募方法

▶  黒澤有美 　箏奏者/作曲家
幼い頃より、箏曲コンクールにて優勝を重ね、神童と呼ば
れる。2002年より、拠点をNYに移し、カーネギーホール、
アポロシアターサウンドステージ、ブルーノートなどでコン
サート、ヒューストンバレエや演劇の音楽制作を担当するな
ど、活動範囲は多岐にわたる。サントリーホール秋のガラ
コンサートで東京交響楽団（藤岡幸夫指揮）やハワイシンフ
ォニーオーケストラ（大友直人指揮）との箏コンチェルトで
ソリストを務める。二十絃箏が奏でる新しい音楽やテクニ
ックを模索し続け、そのジャンルを超えた活動は多くのア
ーティストやファンを魅了してやまない。慶應義塾大学総
合政策学部卒。  http://www.yumikuro.com/



ご持参いただくもの
◦慶應カード
◦本人であることが確認できる身分証明書（運転免許証、健康保険証等）
�※卒業時に塾員カードへの切り替えが行われていない場合は、学生カードをお持ちください。

申込場所

三田 図書館新館1階受付カウンター 及び 図書館旧館3階カウンター

日吉 受付カウンター

信濃町 受付カウンター

湘南藤沢（SFC） 1階インフォメーションデスク
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慶應カード会員対象者拡大に伴い 

慶應義塾各図書館の
利用方法が変更になっております。
いつも慶應カードをご利用頂きましてありがとうございます。
2015年より会員対象者を塾生のご父母及びご祖父母の皆さまへ拡大いたしました。
それに伴い、図書館のご利用方法及びご利用対象を変更させていただいております。

図書館入館時に提示する入館証が変わりました。

ご利用いただける方が変更となりました。

変更前

慶應カード

変更後

塾員入館券(無料発行)

変更前 慶應カードお持ちの方全て 変更後 「塾員」・「特別会員 本会員」のみ

これまでは各図書館のご入館に際し、慶應カー
ドを入館証として入口でご提示いただいてい
ましたが、今後は「塾員入館券」をご利用いただ
く形に変更となりました。「塾員入館券」は通常
1,000円(年度内有効)で発行していますが、慶應
カードの優待として無料で発行させていただき
ます。図書館受付で慶應カードをご提示いただ
き、「塾員入館券」をご申請ください。「塾員入館
券」は、発行されたキャンパス以外でのご利用も
可能です。（三田・日吉・理工学・信濃町・薬学・
湘南藤沢の各図書館）

これまで慶應カード（塾員・教職員）をお持ちの方全てが慶
應義塾図書館にご入館いただけましたが、現在は「塾員」の
方、及び「特別会員 本会員」の方のみご入館いただけます。

「塾員入館券」お申込方法

※「塾員入館券」は三田・日吉・理工学・信濃町・薬学・湘南藤沢の各メディアセンターでご利用いただけます。

会員の皆さまにはお手数をおかけし誠に恐縮ですがご理解とご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

慶應義塾図書館
塾員入館券

現　在今まで

 末尾の数字が
５の会員の方

特別会員の本会員とは
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慶應カード会員の皆さまに、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

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。
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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ください。

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。

日時： 11月５日（日）12：30／11月８日（水）13：00 
 11月11日（土）12：30

会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
価格：Ｓ席　12,000円▶11,400円
出演：来日カンパニー
※未就学児入場不可
※生演奏／英語上演／日本語字幕あり

日時： ９月23日（土・祝）17：30／９月24日（日）13：00
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
※ 公演当日、3歳以上のお子様がご観劇される際

は、お席をお求めください

日時： ９月20日（水）19：00／９月21日（木）14：00 
９月22日（金）19：00

価格： Ｓ席　13,000円▶11,000円
日時： ９月18日（月・祝）16：00 

９月23日（土・祝）13：00
価格： Ｓ席　13,000円▶12,350円
会場：東急シアターオーブ
出演：アメリカ・カンパニー来日公演
※生演奏、英語上演、日本語字幕あり
※未就学児入場不可

日時： 10月７日（土）12：30／15：00 
※ 15：00の回ご来場のお子様にもれなく 

「特製トーマスシール」プレゼント！！
会場：厚木市文化会館 大ホール
価格： 全席指定　2,800円▶2,250円
※ ２歳以上有料。２歳未満でも座席が必要な場合

は有料。膝上鑑賞は１名のみ無料

ライオンキング
ブロードウェイ・ミュージカル

『天使にラブ・ソングを…（シスター・アクト）』
ブロードウェイミュージカル
ファインディング・ネバーランド

きかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

大ヒットミュージカルが待望の再来日！  主人公
デロリスとシスターたちのほろりとさせる友情
物語を軸にパワフルで心を揺さぶる名曲の
数々、音楽パワー全開のクライマックス。超ハ
ッピーなこのミュージカルを元気のない人、頑
張っている人、すべての人にお贈りします。

アフリカの大地を舞台に「サークル・オブ・ラ
イフ（生命の連環）」をテーマとした壮大な
ミュージカル。1998年の日本開幕以来、1100
万人を超える観客動員数を誇り、まさに「国民
的ミューカジカル」といわれています。

引退した音楽家が集まる高
級老人ホームを舞台に、元
オペラ歌手４人がコンサー
トで再びオペラ「リゴレット」
の四重唱を披露しようとす
るが……。たくさんの笑い
と優しい感動に溢れた本作
品をお届けします。

世界中で愛されている名作『ピーターパン』誕
生には知られざる感動の実話があった！
アカデミー賞作曲賞受賞のジョニー・デップ主
演映画「ネバー
ランド」を舞台化。
大人から少年少
女まで幅広い世
代に愛される人
気作が初来日し
ます。

2016年 全 国35都 市 で
８万人以上を動員、大
人気ミュージカルがみ
ん な の 街 に や っ て く
る！  今年はジェーム
スも登場するよ！

日時： ９月29日（金）18：30／９月30日（土）14：00
10月１日（日）14：00／10月２日（月）14：00 
10月３日（火）14：00／10月６日（金）14：00

会場： イーエックスシアター六本木
価格： 一階席指定　9,800円

二階席指定　8,500円
＊この公演は定価での販売となります。
作：ロナルド・ハーウッド
演出：高橋昌也
演出補：前川錬一
出演：黒柳徹子　茅島成美　団時朗　鶴田忍
※未就学児入場不可

黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ第31弾
『想い出のカルテット』

〜もう一度唄わせて〜
常識と重力を凌駕する……。
フエルサ ブルータ最新作が世界初演！！  究
極を超える体験型エンターテインメント！
限界を突き抜けろ！  バーチャルじゃない、
リアルな幻想世界へ―。熱狂の70分！！

日時： ９月27日（水）19：00／９月28日（木）19：30 
９月29日（金）16：30

価格： 1階スタンディング（前売） 7,600円▶5,650円
日時： ９月23日（土・祝）20：00 

９月24日（日）13：00
価格： 1階スタンディング（前売） 7,600円▶6,450円
会場：品川プリンスホテル「ステラボール」
※演出の都合上衣類等、濡れる場合がございます
※未就学児入場不可

フエルサ ブルータ
「Panasonic presents WA !

-Wonder Japan Experience」

ⓒDisney

ⓒJOAN MARCUS

8／17
（木）

締 切

9／5
（火）

締 切

10／1
（日）

締 切

8／21
（月）

締 切

8／21
（月）

締 切

8／27
（日）

締 切
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8／17
（木）

締 切

日時：10月18日（水）19：00
会場：東京オペラシティ コンサートホール
価格：Ｓ席　10,000円▶9,000円
指揮： ミハイル・プレトニョフ
メゾ・ソプラノ： 小野美咲＊2

曲目： ハイドン／交響曲第49番『受難』 
マーラー／亡き子をしのぶ歌＊2

シューベルト／交響曲第5番 
シューベルト／交響曲第7番『未完成』

※未就学児入場不可
※ 都合により曲目、出演者等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

東京フィルハーモニー交響楽団
10月定期演奏会

9／18
（月・祝）

締 切

ロシアの巨匠ミハイ
ル・プレトニョフが選
ぶウィーンの作曲家
より、心に沁みる作
品の数々をお届け。
マーラーやシューベ
ルトの美しい世界を
お楽しみください。

日時： 9月18日（月・祝）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
ピアノ： イム・ジュヒ＊1

曲目： ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第3番＊1

ベートーヴェン／交響曲第3番『英雄』
※未就学児入場不可
※ 都合により曲目、出演者等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

東京フィルハーモニー交響楽団
9月定期演奏会

近年、古楽奏法を取り入
れるなど新たな解釈の試
みで高く評価されている
フランスを代表する名匠
クリヴィヌが登場！
年末恒例の「第九」に新
風を吹き込みます。

日時：12月20日（水）19：00
会場：サントリーホール
価格：Ｓ席　9,500円▶8,100円
指揮：エマニュエル・クリヴィヌ
ソプラノ：インガー・ダム=イェンセン
メゾ・ソプラノ：清水華澄
テノール：ドミニク・ヴォルティヒ
バス：妻屋秀和
合唱：新国立劇場合唱団
曲目： ベートーヴェン／交響曲 第9番「合唱付き」
※未就学児入場不可
※ 都合により曲目、出演者等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

読売日本交響楽団
歓喜の歌「第九」

11／1
（水）

締 切

この舞台はグランド・バレエの
歴史を変える――『クレオパトラ』
世界初演！！

日時： 10月６日（金）18：30／10月８日（日）13：30 
10月28日（土）16：30／10月29日（日）13：30

出演：中村祥子、山本雅也　ほか
日時：10月７日（土）13：30／10月９日（月・祝）13：30
 10月28日（土）12：30
出演：浅川紫織、篠宮佑一　ほか
会場：Bunkamuraオーチャードホール
日時：10月20日（金）14：00／10月21日（土）16：30
出演：中村祥子、山本雅也　ほか
日時：10月21日（土）12：30／10月22日（日）13：30
出演：浅川紫織、篠宮佑一　ほか
会場：東京文化会館
価格：Ｓ席16,000円▶13,500円
※熊川哲也の出演はございません
※４歳以下入場不可

Daiwa House PRESENTS
熊川哲也Ｋバレエ  カンパニー
Autumn Tour2017

『クレオパトラ』

9／4
（月）

締 切

クリスマス・イブの夜に繰り広げ
られる、くるみ割り人形とマーシャ
の不思議な冒険のものがたり。

〈特典〉 12月８日、９日（ 11：30の
回 ）は リ ハ ー サ ル 見 学 ＆
バ ッ ク ス テ ー ジ ツ ア ー 付
き！

日時： 12月２日（土）14：00
会場：千葉市民会館　大ホール
価格：Ｓ席　7,500円▶7,000円
日時： 12月８日（金）18：30／12月９日（土）11：30 

12月９日（土）15：00
会場：東京文化会館　大ホール
価格：Ｓ席　9,500円▶8,500円
出演：  モスクワ・クラシック・バレエ
管弦楽：  シアターオーケストラトーキョー 

（東京公演のみ）
※３歳以下入場不可
※12月２日公演の演奏は特別録音音源を使用

ロシア国立モスクワ・クラシック・バレエ
「くるみ割り人形」

10／29
（日）

締 切

鑑賞ご優待チケットTICKET

名誉音楽監督チ
ョン・ミョンフン
の ベートーヴェ
ン。韓国の俊英
イム・ジュヒを迎
えての ピアノ協
奏曲第3番と『英
雄』の「3番」プロ
グラムに期待が
高まります。

ⓒ上野隆文

ⓒ上野隆文

ⓒJulien Becker ⓒIsak Hoffmeyer

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！  今年は記念す
べき10周年公演！！

日時： ９月16日（土）12：00／16：30 
９月17日（日）12：00／16：30 
９月18日（月・祝）11：00／15：30 
※ ９月16日（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）17日（日）と18日（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　12,600円▶10,080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

フェスティバル
ナ・ヒヴァヒヴァ・ハワイ 2017

8／16
（水）

締 切

本作は、悪の敵（かた
き）の「返り討ち」を描
いた異色の物語です。
片岡仁左衛門が演じる
主人公・藤田水右衛門
の徹底した冷血漢ぶり
にご注目ください。

日時： 10月14日（土）12：30／10月22日（日）12：30
会場： 国立劇場　大劇場
価格： １等Ａ席　9,800円▶8,300円
出演： 片岡仁左衛門　ほか

国立劇場10月歌舞伎公演
通し狂言「霊験亀山鉾－亀山の仇討－」

8／28
（月）

締 切

ⓒToru Hiraiwa

ⓒ読売新聞※前回公演より

片岡仁左衛門

四世鶴屋南北＝作
奈河彰輔＝監修
国立劇場文芸研究会＝補綴

2017年6月1日（木）に、三田キャンパス正門西側に「三田インフォ
メーションプラザ」が新たにオープンしました。こちらでは、慶應
義塾に関する各種パンフレットの配布や映像の上映、公式グッズの
販売などが行われます。また、本施設の開設に伴い日吉キャンパス
にあったコミュニケーション・プラザは閉室となりました。 

撮影：石戸晋

お買い上げの際、慶應カードをご提示いただ
いた方に粗品をプレゼントいたします。 
※ インターネットでご購入いただく場合は対象外とさせ

ていただきます。

慶應カード特典

［営業時間］ 月曜～土曜　10：00～18：00 
日曜・祝日　10：00～16：00

［連絡先］ TEL：03-5427-1436  
※電話受付：月曜～金曜　9：00～17：00 

「三田インフォメーションプラザ」オープン 
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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。

※2018年３月31日（土）まで有効です
※２歳以下無料

サンリオピューロランド
3／11
（日）

締 切

©'13,'17 SANRIO　S/D・G
©'76,'90,'96,'01,'17 SANRIO APPROVAL No.P0906131

オットー・ネーベル（1892-1973）は、若き日に
バウハウスでクレーやカンディンスキーと出会
い、長きにわたって友情を育み、スイスやドイ
ツで活動した画家です。同時代の画家たちの
作品も合わせて展示すること
で、知られざるネーベルの画業
をご紹介します。

日時： 10月７日（土）～12月17日（日）10：00～18：00 
（毎週金・土曜日は21：00まで） 

※入館は閉館の30分前まで
休館日： 10月17日（火）／11月14日（火）
会場：Bunkamura ザ･ミュージアム
価格： 一般（前売） 1,300円 ▶ 1,250円

大学・高校生（前売） 800円 ▶　770円 
中学・小学生（前売） 500円 ▶　480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）

オットー・ネーベル展
シャガール、カンディンスキー、クレーの時代

11／30
（木）

締 切

19世紀末パリ、ロート
レックら前衛芸術家の
実験的精神により、芸術
と大衆文化の間で版画
は発展した。約140点か
ら版画の多様な広がり
を展覧する。

日時： 2017年10月18日（水）～ 
2018年１月８日（月・祝）10：00～18：00 

（祝日を除く金曜、11月８日、12月13日、 
１月４日、１月５日は20：00まで。入館は
閉館の30分前まで）

休館日： 毎週月曜（但し、１月８日は開館） 
年末年始休館　 2017年12月29日～ 

2018年1月1日
会場：三菱一号館美術館
価格： 一般（前売）　1,500円▶1,450円

パリ♥グラフィック
ロートレックとアートになった版画・ポスター展

10／16
（月）

締 切

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック《ムーラン・ルージュの女道化師》
1897年, 多色刷りリトグラフ, アムステルダム、ファン・ゴッホ美術館蔵

オットー・ネーベル
《明るい黄色の出来事》

1937年、油彩・キャンヴァス、オットー・ネーベル財団

売れない童話作家が初めてつかんだチャンス。
しかしそこには卑劣な罠が待ち受けていた。笑
い、恐怖、感動、全ての感情を揺さぶる話題作！！

仕事帰りにぜひ！
季節にぴったりの能と狂
言を正面席でご覧くださ
い。
普段は見られない能楽師
による装束の着付をご覧
いただけます。

狂言
「薩摩守（さつまのかみ）」

能装束着付実演
能

「紅葉狩（もみじがり）」

日時： ９月28日（木）19：00／９月29日（金）19：00 
９月30日（土）13：00／10月３日（火）19：00 
10月６日（金）19：00／10月７日（土）13：00 
10月８日（日）13：00

会場：東京芸術劇場　プレイハウス
価格： Ｓ席　8,900円

＊この公演は定価での販売となります。
出演： 成河、ミムラ、加藤諒、矢崎広、松田凌、 

堀部圭亮、良知真次　ほか
※未就学児入場不可

日時： 11月30日（木）
会場： 国立能楽堂
価格： 正面席　5,100円▶4,900円
出演： 狂言：大藏基誠（大蔵流）ほか 

能：観世芳伸（観世流）ほか

童話ホラーの傑作
「人間風車」

国立能楽堂　11月企画公演
働く貴方に贈る

8／27
（日）

締 切

9／28
（木）

締 切

船宿・寺田屋で行き
交う人を出迎え、見送
り、た だ ひ た す ら に

「幕末」を生きたお登
勢。その女ごころが、
螢火のように静かに
燃えあがる。

昭和15年、浅草の小さ
なレコード店・オデオ
ン堂につどう時代に巻
き込まれながらも、流
行歌にのって力強く生
きていく人々の涙と笑
いに満ちた物語。

日時： 11月18日（土）17：00／11月19日（日）12：00
会場：明治座
価格：Ｓ席　12,000円▶9,650円
出演： 黒木瞳　ほか

日時： 11月５日（日）15：00／11月８日（水）18：30／
11月11日（土）18：30／11月14日（火）18：30／
11月17日（金）18：30／11月18日（土）18：30

会場： 紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA
価格：全席指定　8,000円▶7,400円
出演： 秋山菜津子、山西惇、久保酎吉、田代万里生、

木村靖司、後藤浩明、深谷美歩、阿岐之将一、
岩男海史、木場勝己

京の螢火
こまつ座120回記念公演

『きらめく星座』
10／15
（日）

締 切

10／1
（日）

締 切

グラミー賞2年連続受
賞！！  世界中でチケッ
ト即日完売の超人気ゴ
スペル、ソウェト・ゴス
ペル・クワイヤ８年振
りに来日公演決定！

曲目（予定）： 「明日に架ける橋」 
「This Little Light Mine」 
「Avulekile Amasango」　ほか

日時： 10月23日（月）19：00
会場：川崎市スポーツ・文化総合センター　ホール
価格：Ｓ席　8,000円▶7,200円

ソウェト・ゴスペル・クワイヤ
9／21
（木）

締 切

曲目（予定）： 恋はみずいろ、オリーブの首飾り、
涙のトッカータ、エーゲ海の真珠、
蒼いノクターン、ある愛の詩　ほか

華麗なるサウンドが甦る
ポール・モーリア・
リメンバー・コンサート
ジャン・ジャック・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ

9／10
（日）

締 切

日時： 10月10日（火）13：00
会場：横浜みなとみらいホール　大ホール
価格： Ｓ席　11,000円▶10,000円
出演： ジャン・ジャック・ジュスタフレ・ 

グランド・オーケストラ
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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。

日時： 10月６日（金）18：30／10月８日（日）14：00
出演：大村博美、古橋郷平、与那城敬　ほか
日時： 10月７日（土）14：00／10月９日（月・祝）14：00
出演：森谷真理、宮里直樹、今井俊輔　ほか
指揮：ガエタノ・デスピノーサ
管弦楽：東京交響楽団
合唱：二期合唱団
会場：東京文化会館　大ホール
価格：Ｓ席　10,000円▶8,500円
※未就学児入場不可

二期会名作オペラ祭
「蝶々夫人」

9／3
（日）

締 切

長崎を舞台に蝶々さ
んの一途な愛を描い
た名作オペラ。

〈ある晴れた日に〉や
〈花の二重唱〉など、

美しいアリア・重唱
に彩られたオペラの
感動を劇場で！

日時： 11月19日（日）14：00／11月28日（火）14：00
会場：新国立劇場　オペラパレス
価格：Ｓ席　27,000円▶25,650円
指揮：リッカルド・フリッツァ
演出・衣装：ヴァンサン・ブサール
出演： イリーナ・ルング、アントニオ・ポーリ、 

レヴェンテ・モルナール

新国立劇場2017/2018シーズン
オペラ「椿姫」

9／28
（木）

締 切

パリ社交界に咲いた真実の愛…。屈指の人気
を誇る悲恋オペラ。ガラ・コンサートの定番楽
曲としてお馴染みの〈乾杯の歌〉をはじめ有名
な曲が続きます。

日時＆演目： 2018年１月11日（木）18：30 「オペラの饗宴」 
１月12日（金）18：30「トゥーランドット」 
１月13日（土）14：00「トゥーランドット」 
１月14日（日）13：00「椿姫」

会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席　18,000円▶16,000円
指揮：ミコラ・ジャジューラ　ほか
管弦楽：ウクライナ国立歌劇場管弦楽団
合唱：ウクライナ国立歌劇場合唱団
バレエ：ウクライナ国立歌劇場バレエ
※ 原語上演・日本語字幕付き
※未就学児入場不可

キエフ・オペラ
〜ウクライナ国立歌劇場〜

11／30
（木）

締 切

過去5度の来日公演で延べ
20万人以上を動員。ボリショ
イ、キーロフと並ぶ旧ソ連
三大国立歌劇場が150年を
記念した特別プログラムを
携えて待望の再来日。

〈特典〉全日程１階19列目以
内の席保証！

ストレスチェック義務化！
実績豊富な医療法人「平成医会」のメンタルヘルス
サポートで精神疾患による労災急増時代を乗り切る！
精神疾患による労災申請が急増しているなかで、
労使紛争で争点となりやすい「安全配慮義務」の実現を年間を通じてサポートします。

▪		平成医会は、国内最大規模の在宅医療クリニックを擁する「板橋区役所前診療所グループ」が開設したメンタルヘルス
のための医療法人です。東京・大手町の丸ビルオフィスと都内の直営精神科クリニックをはじめ、全国の精神科医療機
関とカウンセリングルーム（160カ所）のネットワークによる安心の全国対応を行っています。

▪		労働安全衛生法の改正で、2015年より、一定規模以上の事業場に年１回のストレスチェックの実施が義務付けられま
した。	平成医会では200社を超える企業・法人・官公庁の義務化ストレスチェックの実施や年間サポート契約を結んで
います。上場企業からベンチャー企業まで多くの業種業態をカバーしています。また、産業カウンセラーの定期訪問、
精神科専門医による相談助言、メンタル不調者の対応支援、休職者への復職支援、ハラスメントホットライン、カウン
セリングなどの体制を整えております。

▪		企業のメンタルヘルスサポートの事なら医療法人社団「平成医会」にお任せください。

丸ビルオフィス池袋のクリニック

所在地	 東京都千代田区丸の内2-4-1丸ビル11F	1105
電話	 0120-689-427
営業時間	 月曜日－金曜日　9:00-18:00

担当	 深
みやま
山（昭和59年法学部法律学科卒）

医療法人社団 平成医会

■  メンタル研修無料招待
※丸ビルにて定期開催の契約企業向け研修
※1法人2名様まで

慶應カード特典
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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／2017年８月９日（水）〜16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。

　 （夏季休業中の受付分は８月17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。

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 2018年3月31日（土）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

パリ♥グラフィック
ロートレックとアートになった版画・ポスター展

10月18日（水）～
2018年1月8日（月・祝）

①一般（前売）1,500円

→ 1,450円／枚
②

 枚
①×② 

円

オットー・ネーベル展
シャガール、カンディンスキー、クレーの時代

10月7日（土）～ 12月17日（日）

①一般（前売）1,300円

→ 1,250円／枚
②

 枚
①×② 

円
①大学・高校生（前売）800円

→ 770円／枚
②

 枚
①×② 

円
①中学・小学生（前売）500円

→ 480円／枚
②

 枚
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・876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.41

2017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/

お待たせしました。慶應カードニュースVol.41をお届けいたします。今回は来年開設７０年を迎える慶應義塾高校の

取り組み、海外で活躍する塾員のご紹介もできました。慶應義塾の持つ伝統と歴史の重みを改めて感じた一方で、巣

立って行った人材の活躍の広がりも認識させられました。より多くの人材育成への更なる貢献をめざして、事務局一同

サービス内容の拡充に努める所存です。今後とも、よりいっそう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８月31日（木）（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

慶應カード特製ペン立て（非売品）

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。

宮城県南三陸町にある慶應義塾の森の間伐材を利用
した慶應カード特製のペン立てです。
オフィスや、ご自宅でお使いください。

読者プレゼント

1名さま

5名さま


