
KEIO 
［慶應カードニュース］

http://www.keiocard.com/

Vol.43

Card News

P2-5	 	福澤先生ゆかりの地、
横浜での旅立ちと出会い

P6-9	 新規協力店のご案内
P10-11	 	くろさわのニューヨーク便り、

各種ご案内
P12-14	 鑑賞ご優待チケット
P15	 チケット申込書
P16	 慶應インフォメーション



2    KEIO CARD NEWS vol.43

福澤先生ゆかりの地、
横浜での旅立ちと出会い
春は別れと出会いの季節です。特に、卒業と就職や進学、親元を離れての入学など、大学は人生の大きな
節目の一つでもあり、様々なドラマが繰り広げられます。慶應義塾大学では日吉記念館の建て替えに伴い、
2018年の卒業式と入学式は初めて外部会場を借りて執り行われました。卒業式と入学式の模様、それを支
えた総務の方のコメントをご紹介します

展示ホールでの式典の様子 長谷山塾長の式辞 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
で開催された卒業25年塾員招待会

世界最大級の国際会議場と展示ホール、ホテルから構成されるコ
ンベンション・センター。1991年8月のグランドオープン以来、
国際や国内会議、展示会やイベントなどを多数開催し、2010年
には日本APEC首脳・閣僚会議の会議場となった。今年は、日吉
記念館の建て替えに伴い、卒業式及び入学式の会場として選定さ
れた。展示面積約20,000㎡を誇る展示ホールを卒業式、入学式
の会場として使用したほか、卒業式では最大5,002席の国立大ホ
ールを家族会場に、また、会議センターメインホールや展示ホー
ルなどで学位記授与を行い、隣接するヨコハマグランドインター
コンチネンタルホテルにて卒業25年塾員招待会を開催した。

今年の連合三田会大会はどこで開催？
日吉記念館の建て替えに伴い、今年の連合三田会大会はどうなるのだ
ろう？と気にされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？   
今年は、10月21日（日）の9：00から16：00、日吉キャンパスにて開催
されることが決まりました。模擬店も楽しみの一つですが、今年は、
日本各地で塾員を中心とした生産者が大切に育ててきた食材を、生産
地や慶應義塾とご縁のある料理人たちが最高の一皿に仕上げ、楽しく
食べながら食を通じて見えてくる地域の豊かさや向き合うべき課題をシ
ェアする、慶應キッチンというプロジェクトもあるようです。

慶應キッチンはこちら ▶ https://keiokitchen.wixsite.com/2018

大学学部卒業式
　３月26日（月）、2017年度大学学部卒業式がパシフィ
コ横浜・展示ホールで行われ、通信教育課程240名
を含む10学部合計6,263名が新たに義塾を巣立ちまし
た。

　式は、青山藤詞郎常任理事による学事報告に始ま
り、長谷山彰塾長からの学位記授与、表彰状授与、
また卒業生への激励をこめた塾長式辞がありました。
式辞で長谷山塾長は、変化の激しい時代に、事の本
質を見極める洞察力や新しい解決策を生み出す創造
力、また異文化を理解し、異文化が衝突した時に平

和的に乗り越える交渉力、ごく普通の人間としての倫
理観を備えることの重要性について語りました。そして、
塾員代表の株式会社早川書房代表取締役社長 早川
浩氏からの祝辞に続き、卒業生を代表して医学部6年
の松垣道博君が答辞を述べました。

　パシフィコ横浜・国立大ホールおよび会議センター
に設けた家族会場でも多くの家族が式の中継を見守
りました。卒業式終了後には、学部別の学位記授与
や卒業25年塾員招待会、体育会小泉信三賞祝賀会、
表彰学生授与式などが会議センターや隣接するヨコハ

パシフィコ横浜（横浜国際平和会議場）
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　慶應カード事務局では、慶應義塾大学の学部卒業式で、毎年「思い出写真」と
称して記念撮影を実施しておりますが、今年は家族会場となったパシフィコ横浜・
国立大ホールにて撮影を行いました。
　その際に、撮影したデータを元にミニフィギュアを作成できる、日本に１台しか
ない可動式３Dスキャナが登場しました。貴重なスキャナでの撮影によって、細部
まで再現されるフィギュアには担当も驚きを隠せませんでした。

應援指導部による新入生歓迎ステージ午前中に行われた大学院入学式 横浜ロイヤルパークホテルで開催された
卒業50年塾員招待会

大学院入学式・大学学部入学式
　４月２日（月）の午前に大学院入学式、午後には大
学学部入学式が執り行われました。

　14研究科合計1,775名（修士課程1,330名、博士課
程273名、専門職学位課程172名）の入学者を迎える
大学院入学式は青山藤詞郎常任理事による学事報告
に始まり、長谷山彰塾長が日本語と英語で式辞を述
べました。長谷山塾長は、専門のみにこだわることな
く、人と接点を持つことで初めて学問の価値が発揮さ
れると語りました。続いて岡野栄之医学研究科委員
長による教職員代表祝辞があり、最後に塾歌を斉唱
し、式典は終了しました。

　午後には大学学部入学式が行われ、別科・日本語
研修課程を含む10学部合計6,528人の学部入学生が
新たに慶應義塾の一員となりました。また、毎年入学
式には卒業後50年となる塾員（卒業生）を招待しており、
今年は1968年卒業の塾員が参列しました。
　式では、青山常任理事による学事報告の後、長谷

山塾長の式辞が続きました。式辞において長谷山塾
長は、柔軟さを持ち、本質を見抜くことが学問である
と語り、新入生が自身の目標に向かって努力すること
に期待すると述べました。その後、山本淳一文学部
教授による教職員代表祝辞があり、続いて医学部の
阿部大誠君が入学の辞を述べました。最後に1968（昭
和43）年109年三田会から卒業50年記念目録の贈呈
および挨拶があり、塾歌斉唱が行われました。

　その後の應援指導部による新入生歓迎ステージで
は、会場は一気に盛り上がりました。また、式の後には、
横浜ロイヤルパークホテルにて卒業50年塾員招待会
が開催されました。

　入学式の様子は下記アーカイブで視聴が可能です。
https://www.youtube.com/watch?v=MnPqruhkIXI

マグランドインターコンチネンタルホテルなど、各会場
に分かれて行われました。

卒業式の様子は下記アーカイブで視聴が可能です。
https://www.youtube.com/watch?v=ERScpyjKBoA

卒業式の「思い出写真」に日本で１台しかない
可動式３Dスキャナが登場！

本記事は慶應義塾大学Webサイトより一部を抜粋したものです
撮影：石戸　晋・井上　悟・日詰　眞治
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初となる卒業式、
入学式の外部開催を終えて

第90回選抜高校野球　
慶應高校が9年ぶり9回目の出場

学校開設70年という節目の年に、選抜高校野球への
出場が決まった慶應高校。ナインは３月28日に阪神
甲子園球場で行われた第１試合に登場。対戦相手は
滋賀県の彦根東高校です。５回裏までお互いに点の
ない状態が続きましたが、６回に均衡が破れ、点の
取り合いに。一時は逆転したものの、善戦は及ばず
残念な結果となりました。野球部は、2017年９月
の神奈川県高等学校野球秋季県大会準優勝に続き、
第70回秋季関東地区高等学校野球大会ベスト４と活
躍を続けており、今後の活躍が期待されます。

　6,000名以上の学生に加えて、その家族も集う卒
業式や入学式。式典の開催や進行には慣れている総
務担当も、日本最大級のコンベンション施設を利用
しての開催では、これまでとは異なる対応や、配慮
が求められたことと思います。慶應カードニュース
編集部が総務担当の方にお聞きしました。

数ある施設の中からパシフィコ横浜をお選びになった
理由をお教えください。
　パシフィコ横浜は、日吉キャンパスのある横浜市内
に位置し、収容人数、施設の多様性など、従来の日
吉キャンパスでの開催に沿うことができる最適の施設
であることから、本会場での開催となりました。
　また、横浜は、福澤先生が、開港間もない当地の
外国人居留地を訪れた際、大変衝撃を受け、これか
らは英語、英学の時代であると見抜き英学に転換、
新たな人生を切り開くきっかけとなった慶應義塾にとっ
てゆかりのある場所でもあります。

運営で苦労されたことはありますか。
　多くの皆様にご来場いただくため、安全にお過ごし
いただくことができるよう、スタッフや関係者の方 と々、
早期から幾度にもわたる打合せ、会場の視察、詳細

なマニュアルの作成などを重ね、万全の体制を整えて
当日に備え、当日もそれぞれの係が連携を図り、一丸
となって式典の開催・運営を行いました。これまで以
上に広範囲の会場でかつ同時に様々な催しが行われ
ることから、柔軟な対応が求められるため、それぞれ
が自立しながらも連携し、円滑な進行となるよう苦心
いたしました。
　義塾にとって初めてとなる学外での卒業式・入学式
の開催であったため、至らぬ点も多々ございました。
これらの反省点は、来年の開催に生かして参ります。

卒業式で一番配慮されたポイントを教えてください。
　上述のとおり、非常に多くの来場者が見込まれたた
め、安全にお過ごしいただくことを第一にあらゆること
を想定し、実施にあたりました。また、学外での開催
となるため、同エリアに訪れる他のお客様にご迷惑を
おかけしないように配慮いたしました。

入学式に関してはいかがでしょうか。
　卒業式同様、安全にお過ごしいただくこと、他のお
客様にご迷惑とならぬよう十分に配慮いたしました。
また、同日にパシフィコ横浜内で他大学の入学式も開
催されていたため、両校での打合せ等も行い、連携
して来場者の誘導等にあたりました。
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2018年４月より、生協組合員証と一体型となった慶應カード（塾生）の発行が始まりました。三井住友カード（VISA）、
OMCカード（JBCまたはMaster）の３種類から選択可能です。
紙の生協組合員証の代わりにご利用でき、学内の生協食堂・購買部・書籍部で少額からでもご利用可能です。スムーズな会
計を実現し、かつ生協組合員としての割引も適用されるので、キャンパス内でオールマイティにご利用いただけます。今後、
生協においても慶應カード会員向けのキャンペーンやサービスの提供が開始される予定です。まさにすべての機能を備えた、
塾生であれば持つべき１枚が誕生しました。資料は各生協店舗をはじめ以下にて配布しております。
http://www.keiocard.com/student/admission/application.html

本カード詳細はこちら ▶ http://text.univ.coop/puk/START/keio/guide/card.html

塾生向けの慶應カード〈生協組合員証一体型〉カード発行開始！

ここ数年、大学学部入学式は午前と午後の２部制で
行っていましたが、今回は午後３時からの１部制で
した。式典が１回にまとまったことで良かったこと、
逆に大変だったことがありましたら教えてください。
　これまでは、２部制での開催やご家族の皆様には
収容人数の都合から、いくつかの会場や教室等に分
かれて中継をご覧いただく形となっておりましたが、今
回は同じ会場に、新入生、ご家族、卒業50年の招待
塾員の皆様が一堂に会することができ、ご好評をい
ただきました。しかしながら、他に類をみない大規模
な式典の開催となるため、特に来場者の往来等での
安全面での配慮を十分に行う必要がありました。次
回開催時も安全面への配慮を第一に対応することを心
がけたいと思います。

その他に何か工夫されたことはありますか。
　今回、初めての試みとなりましたが、卒業式当日に
参加できない卒業生のため、三田キャンパス、日吉
キャンパスに３月中旬頃より記念撮影用に「祝 ご卒業」
の看板を立てたところ、ご好評をいたただき、当日もキャ
ンパスに戻って後輩たちやお世話になった先生方と撮
影する光景などが多数見られました。
　また、パシフィコ横浜の会場でも、当日は多くの皆

様が記念撮影を楽しみにされていることから、多くの
看板(エアポール)を設置し、なるべくお待たせすること
のないように工夫いたしました。
　加えて、遠方のため来場できないご家族や関心のあ
る方々に向けて、式典の様子をYouTube Live※で中
継したところ、大変ご好評をいただきました（※現在
もアーカイブとして視聴可能です。各式典紹介の最後
に記載しているURLをご覧ください）。

最後に、感想をお願いします。
　卒業式、入学式ともに、ほとんどの塾生・ご家族
にとっては、一生に一度のとても大切な思い出の1日と
なりますので、今回の反省を生かし、良き思い出の日
となるよう、教職員一丸となって、努めを果たしていき
たいと考えています。

　紙面の都合で掲載することはできませんでしたが、
その他にも色々なご苦労があったようです。いずれ
の式典も滞りなく終わり、参加した卒業生、新入生、
ご家族や招待された塾員の皆様の胸に刻まれる一日
となったことと思います。ありがとうございました。

（慶應カードニュース編集部）

三井住友カード（VISA） OMCカード（JBC） OMCカードMaster

ブラックカードは、誰でも持てる。塾生の、正しいお会計
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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

四季折々の景観を楽しめる新潟県十日町市。そこに広大な敷地
を所有しているあてま高原ベルナティオは、清らかな水辺や緑
豊かな森に囲まれ、訪れる誰もが「美しきふるさと」と思わずに
はいられないリゾートです。アクティブに過ごされたい場合には
サイクリング、ゴルフやネイチャーツアー、癒やされたい場合に
は閑静なブナ林の散策や、露天風呂などの天然温泉浴がおすす
めです。地産の豊かな食材を使ったお料理と共に、お客様の目
的に合わせて自由自在なひと時をお楽しみいただけます。

あてま高原リゾートベルナティオ

ホテル　葛城　北の丸

南西楽園ツーリスト

伝統美と現代の感性が響きあう「極上の日本」。当ホテルは、
静岡県西部にヤマハグループが展開するリゾートホテルです。北
陸地方の古民家を7棟移築し、世界一の楽器メーカー・ヤマハ
が誇る美材・銘木コレクションと匠の技から「現代の平城」と	
いうべき非日常空間が生まれました。2002年の日韓サッカーW
杯では、トルシエ監督が「サムライ（選手）たちが心身を休める	
城」と位置づけ合宿地となりました。荘厳な佇まいと広々とした
庭園、静岡の山海の幸や旬の味覚を真心込めて仕立てた至高
の北の丸饗膳を堪能しながら、贅沢な時間をお過ごしください。

エメラルドグリーンの宮古島、アクアブルーの小浜島、スカイブ
ルーの西表島など、訪れる島によって変わる「海」の色。南国
ならではのヘルシーで美味しい「食」と、日常とは異なる景色	
を眺めながらゆったりと過ごす「泊」の楽しみ。人気のスパで	
リフレッシュする「癒」のひととき。当社は沖縄の南西諸島でホ
テル、チャペル、ゴルフ場などリゾート事業を展開する株式会
社ユニマットプレシャスの系列旅行会社です。沖縄を熟知するス
ペシャリストとして、心からご満足いただける旅をサポート、
MICEの企画実施なども幅広く手がけています。

［所在地］	新潟県十日町市珠川
［電話］	 025-758-4888
［URL］	 https://www.belnatio.com/

［所在地］	 静岡県袋井市宇刈2505-2　
［ご予約電話］	 0120-211-489
［URL］	 https://www.yamaharesort.co.jp/katsuragi-kitanomaru/

［営業時間］	平日10：00～18：30　土日11：00～18：00
［定休日］	 祝日・年末年始
［URL］	 http://www.nanseirakuen.jp/

宿泊

■  アルプスアドベンチャー（フランス発 空中アスレチック） 
期間：7月21日～11月30日 
ご宿泊のお客様は通常料金3500円を大人2800円・子ども2500円に割引。 
お子様には身長制限あり（120センチ以上）。

慶應カード特典

■  夕食時にソムリエセレクトグラスワインをご提供（５名様まで）。ホテル
ご宿泊チェックイン時にお申し出の上、慶應カードでご精算ください。

慶應カード特典

■  南西楽園ツーリストの主催商品を５％割引。
※お申込み時に慶應カード会員とお申し出ください。

慶應カード特典

東京営業所
［所在地］		東京都港区南青山

2-12-14　	
ユニマット青山ビル７階

［電話］	 03-5786-7360

大阪営業所
［所在地］		大阪府大阪市北区梅田

2-5-25　	
ハービスプラザ３階

［電話］	 06-6346-2525

宿泊

宿泊
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慶應カード協力店の検索は

 　http://www.keiocard.com/search/

一生ものに、住む。ザ・パークハウス。慶應カード会員の皆様
に安心の住まいを優待価格でご提供いたします。三菱地所レジ
デンスが分譲するマンション・戸建住宅のご購入に際しては優
待価格にてご契約いただけます。

三菱地所レジデンス

三菱地所レジデンス株式会社
広域営業部法人営業グループ
［所在地］		千代田区大手町1丁目6-1　大手町ビル
［電話］		03-3287-8890　平日9：15~17：45
［最新物件情報］		http://teikei.mec-r.com/keiocard/

専門店

■  提携紹介割引特典　　　販売価格の0.5％～1%割引
・首都圏、北海道、宮城県の物件は販売価格（税込）より0.5%割引になります。
・中京圏、関西圏、中国地方、九州地方は販売価格（税込）より１%割引になります。
●ご利用条件	/	特典を受ける際には、物件購入申込（登録・抽選の場合は登録）までに
　「紹介カード」をご利用物件の現地係員にご提出ください。
　※共同事業物件、販売代理物件などでは割引率が異なったり、対象外となる場合があります。
　※対象エリア	/	首都圏・札幌・仙台・東海・関西・広島・九州
　※三菱地所レジデンスが供給するマンション・戸建住宅
　※お引渡時にはカード会員の方が持分を持っていただきます。

慶應カード特典
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BRBは、福澤諭吉先生の創塾の精神のもと、塾員の社会的活
動の向上に寄与し、慶應義塾と塾員との架け橋となることを目
的として、1982年銀座にオープン。塾員、塾教職員の為の会員
制クラブハウスです。軽いおつまみからコース料理までの幅広い
フードメニューに加えドリンク類も豊富に取り揃えております。
ピアノの生演奏をバックに、恩師や友人との語らいや大切な方
のおもてなしに、是非BRBをご利用ください。

期間内のご入会で、正会員様にはペンマーク入り特製バカラグラス、
女性会員様・シニア会員様にはBRB特製ワイングラスをプレゼント。
BRBのWebサイトの入会申込みフォームよりお申し込みください

入会キャンペーンについての詳細やお問い合わせは、BRB事務局まで。
電話03-3541-3207（平日10：00～17：00）

BRB入会キャンペーン

BRB（ビーアールビー）［KEIO Alumni Club Blue Red & Blue］ 飲食

［所在地］	東京都中央区銀座7-13-8		第2丸高ビルB1
［電話］	 03-3541-0801（14：00～22：00）
［URL］	 http://www.brb.co.jp/ginza/
［営業時間］		平日17：00～23：00　

土曜日は会員専用のパーティーデーです。

■  期間限定でBRBクラブハウスをご利用いただけます。
■  来店時の慶應カードご提示で生ビールを１杯サービスします。
期間：		７月23日（月）～９月28日（金）の平日（８月11日～15日は休館）	

※要予約　電話03-3541-0801（平日14：00～22：00）	
お支払は、慶應カードのみとなります。

慶應カード特典

7月23日（月）～9月28日（金）

正会員：入会金50,000円　年会費30,000円（税別）
女性会員・シニア会員：入会金20,000円　年会費15,000円 

（税別）、お支払は、慶應カードのみとなります。

会 

費

塾員が経営する店　~Dining Bar DoRa~

当店はオープンから22年間、塾員をはじめとする皆様が自由に語り合える場としてご利用いただいてます。
一人で立ち寄ったり、友人同士や会社仲間とお料理を味わいお酒を楽しみながら、
ゆっくりと過ごせるような店作りに力を注いできました。また、70名まで可能な２FのパーティースペースDDは、
慶應のみならずスポーツの体育会や同好会の卒業生の集まりをはじめ、忘年会、勉強会他と幅広くご利用いただいています。
ステーキや肉寿司などの肉料理やオリジナルドレッシングの大盛りサラダなどが人気です。
飲み物では、無農薬レモンを皮ごと1個使ったハイボール、また飲み放題コースなどもご利用いただけます。
もちろん、塾員特別プランのご用意もございます。

出身地：東京都世田谷区駒沢
1980年都立新宿高校卒業
1984年慶應義塾大学商学部卒業（125三田会）
所属クラブ：リーゼンスキークラブ
ゼミ：岩田暁一ゼミ（計量経済学）
1984年〜1995年５月：アメリカン・エキスプレス
1996年4月〜　DoRaオープン

Dining Bar DoRa
東京都港区六本木7-17-16 米久ビルB1＆2F　
TEL 03-3403-8666　　E-MAIL dora@dora.jp
http://www.dora.jp
http://www.facebook.com/dora.jp
東京メトロ日比谷線 六本木駅2番出口 徒歩約1分 
都営地下鉄大江戸線 六本木駅 徒歩4分 
営業時間 月〜金　11：30〜14：00／18：00〜翌1：00 土日祝定休（貸切時は営業）

サラリーマンから自営へ転身した方、代々の家業を継いだ方。全国各地の多様な分野で活躍する塾員経営者とそのお店をご紹
介するシリーズ、今回は六本木でダイニングバーとパーティースペースを切り盛りしている井上幸志さんにご登場いただきます。
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慶應カード協力店の検索は

 　http://www.keiocard.com/search/

大和ハウスでは、天井高２m72㎝の大空間を作り出すことができる	鉄骨戸建住宅最上位商品
「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」を発売し好評を得ています。	専用住宅だけでなく賃貸・店舗・医
院などの併用住宅でも、ご要望に合わせて、最適なプランをご提案します。マンション事業では、
多彩なライフスタイルに応える為に全国で上質な暮らしを求める「プレミスト」ブランドを提供
しています。全国の住宅展示場、マンションギャラリーへのご来場をお待ち申し上げます。

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業株式会社
［所在地］	東京都千代田区飯田橋３-13-１
営業推進部(東京法人第二)
［担当］	 福井　崇太
［電話］	 03-5214-2135
［営業時間］	9：00～18：00（土日祝除く）
［URL］	 http://www.daiwahouse.co.jp/

専門店

■  注文住宅　本体価格   ３％割引 ■分譲住宅　建物価格   ３％割引
■  分譲マンション　分譲価格   １％割引 ■リフォーム　見積価格   ３％割引
●	ご利用の際には、申込の前に慶應カード事務局に「ご紹介カード」を申請し、担当者にご提
出ください
※	キャンペーン・特別価格商品は除きます。共同事業物件等により割引内容が異なる場合がご
ざいます。見積金額100万円以上（税抜）より適用します。

慶應カード特典

注文住宅
「xevo（ジーヴォ）」

　先進の鉄骨造住宅や木造住宅により、快適
で安全・安心の暮らしを創ります。
　独自の技術を進化させ、コア事業として成
長し続ける戸建住宅事業では、連続した巨
大地震に耐える高い耐震性能の鉄骨造住宅

「xevo Σ（ジーヴォシグマ）」や国産木材にこ
だわった木造住宅「xevo Granwood（ジー
ヴォグランウッド）」など、時代のニーズを先
取りした住まいを次々と生み出しています。

マンション
「プレミスト」

　独自の高付加価値マンションを開発し、時
代と地域のニーズに応えます。
　大和ハウス工業ではマンションに住まう
方々の多彩なライフスタイルに応える為に上
質な暮らしを求める「プレミスト」ブランドを
全国で提供しています。ハウスメーカーとし
てのノウハウを駆使しながら、長寿命の住ま
いに欠かせない基本性能や快適性、安全性、
管理体制、アフターサービスまで一貫体制で
トータルに価値を追求しています

分譲住宅
「セキュレア」

　ふれあう、ほっとする、笑顔あふれるまち
づくり。ダイワハウスの分譲地「セキュレア」
人、環境、安全のつながりを考え、末永く心
から安らげるまちづくりを展開しています。
　家族のこれからを考えてつくりあげるダイ
ワハウスの分譲住宅は、明るく開放的で緑の
美しい街並みが広がり、人と人がふれあうこ
とで幸せと笑顔があふれ、住む人はもちろん
訪れる人の気持ちも和ませています。
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くろさわのニューヨーク便り

海外在住塾員のレポート等をご紹介いたします。
CULTURE

い
ろ
い
ろ
な
旅
の
形

の方々も、すれ違うたび笑顔で挨拶を交わす、何とも
和やかな雰囲気だ。初日は簡単な打ち合わせと避難
訓練のみだったので、夕食後は早速、皆さんが出発
直後のNYの夜景を撮影したり、外でSail	away	party
のダンスを楽しんでいる隙に展望大浴場へ。船に大
浴場！NY在住15年の私は、こういった所に大きな喜
びと日本を感じる。外国籍の客船ではまずないに違
いない。夜景を見ながら、大浴場とサウナをほぼ独り
占めで堪能した。さすが飛鳥、とうっかり明日からの
コンサートを忘れてしまいそうだ。そこここに日本を
感じる。だって部屋には煎茶と梅茶。当たり前だが、
アメリカのセブンイレブンでは日本茶やおにぎりは
売っていない。その生活に慣れている私には、細かな
事が嬉しくなり、初日はいちいち感動してしまった。
　旅の醍醐味である食事。この世界一周クルーズは全
102日間だそうだが、各地に寄港するとロブスターや
鮪など、その土地の新鮮な特産品を仕入れたりする
が、日本食材など基本的なものは日本から持ってき
ているとのこと。乗客７00人強、従業員470人という
から、トータルの食材の量だけでも想像を絶する。
朝昼は和食か洋食で、夕食はフレンチ、和食、イタリ
アン、中華の日替わりでコース。うっかり食べ過ぎた
らスポーツジムやプールで運動するのもいいものだ。
もし私が3ヶ月強の世界一周クルーズに参加したなら、
どういうものかと想像してみた。船の生活というのは、
一通り揃っていて、何かしたくなったら外へ、疲れた
らすぐに部屋に戻れるのは勿論だが、何だか普段の
生活から色々な事を忘れ切り離された日々を暮らして

　今回原稿の依頼をいただいた頃、初めて世界一周
クルージング中の飛鳥Ⅱに乗船することになってい
た。コンサートのためだが、NYからバハマ諸島のナッ
ソーまでの船旅をリポートしてみようと思う。
　乗船当日は真夏のような快晴、夜になるにつれて、
霧も出始めているが、船内は打って変わって煌びやか、
穏やかにゆっくりと時間が流れているようだ。NYは多
人種で日本人も多くいるが、それにしてもついさっきま
で普段通りのNYにいたのに、乗船した途端、ここは
どこなのか、不思議な気分になってきた。船員や乗客

慶應カード会員の皆さまへ

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
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いるような感覚になる。乗客もおしゃべりや様々なア
クティビティを楽しむことができ、客室と近距離の行
き来が、ここでしか味わえないものなのだろうと思う。
ゆっくり世界各地を回りながら、各地で上陸して見物
しても、帰るところはいつもこの船。ある種、とって
も楽なのである。仕事柄、飛行機移動が多い私にとっ
ては、確かにスピードは早いが、プロセスが違うため、
旅の種類と感じ方が大いに変わってくる。
　今回私はコンサートを２日間で４回行った。１日目
のコンサートは時折船（ステージ）も揺れていたが、
慣れるもの。２日目のコンサートでは何だかすっかり
寂しくなってしまった。翌朝バハマで下船してNYへ戻
るからだ。海外在住の私が突然乗った初めての飛鳥、
そこは正に日本だった。日本人の真心は、やはり美し
い。そんな＂ほっ＂とする場所を離れるとなったら急に プールもある ステージも本格的

日本が懐かしくなってしまったに違いない。飛鳥Ⅱに
慶應出身の方が働いていらっしゃるのでは、と思って
いたがやはりいらっしゃった。NYは勿論だが、こうし
て旅の先々で塾員にお会いできることは、何とも嬉し
く心強い。

20絃箏奏者、作曲家   黒澤有美 プロフィール
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/

●�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。
● 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。

〒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（日）（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（金・祝）・秩父宮ラグビー場
応募締切   9月30日（日）（必着）

10組
20名様父母

第143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   12月15日（土） 開場、開演時間は
決まりましたら、メルマガ等でご案内いたします。

会場   東京芸術劇場　コンサートホール
演奏予定曲   Trinklieder und Lieder der Freundschaft ～「酒と友情」～

1.Wein und Liebe（酒と愛）作曲:F.Schubert 
2.Liebe und Wein（愛と酒）作曲:F.Mendelssohn 
3.Des Hauptmanns Wunsch（大尉の願い）作曲:A.Lortzing 
4.Lied der Freundschaft（友情の歌）作曲:R.Strauss 
指揮 佐藤正浩

応募締切   8月17日（金）（必着）

20組
40名様
20組
40名様父母

父母

応募方法
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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。
・	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：  10月５日（金）18：30／10月14日（日）13：00 
10月15日（月）13：00／10月20日（土）13：00

会場：新国立劇場　小劇場
価格：Ａ席　6,480円▶5,900円
作　： アルベール・カミュ
翻訳：岩切正一郎
演出：稲葉賀恵
出演：  原田美枝子、小島  聖、水橋研二、深谷美歩、

小林勝也
※未就学児入場不可
※ 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。あらかじめご了承ください。

日時：  ９月14日（金）19：00 ／９月15日（土）13：00 
９月19日（水）19：00

会場：世田谷パブリックシアター
価格：全席指定　7,500円▶5,600円
作：ルーシー・カークウッド
演出：栗山民也 
出演：高畑淳子、鶴見辰吾、若村麻由美
※未就学児入場不可

日時：  10月20日（土）17：30 
10月23日（火）18：30

会場：自由劇場（浜松町）
価格：Ｓ席　9,720円
＊本公演は定価での販売となります。
出演：劇団四季
※ ２歳以下の入場不可。３歳以上有料（膝上観劇

不可）

日時：  10月14日（日）13：00／10月19日（金）19：00 
10月20日（土）17：00／10月24日（水）13：00 
10月27日（土）13：00、17：00

会場：サンシャイン劇場
出演：  三宅裕司、小倉久寛、 

劇団スーパー・エキセントリック・シアター
価格：Ｓ席　7,000円▶6,100円
※未就学児入場不可

パルコ・プロデュース2018
チルドレン

新国立劇場2018/2019シーズン
演劇「誤解」 恋におちたシェイクスピア

劇団スーパー・エキセントリック・シアター 
第５６回本公演　 
ミュージカル・アクション・コメディー
テクニカルハイスクールウォーズ
鉄クズは夜作られる

幸せを夢見て、殺人を繰り返す母娘。誤解から生
じる家族の悲劇とは……？  今秋就任の小川絵梨
子演劇芸術監督シーズンオープニング作品です。

海辺のコテージに移り住んだ夫婦の元へ数十年
ぶりに女友達が訪ねてきた。人生の後半に差し掛
かった３人の元物理学者。昔のように語らい、踊り、
冗談を言い合う３人の背景が明らかになるにつれ、
次第に色濃くなるお互いの立場。彼らに迫る決断
の時。そして彼らの下す結論とは……。

1948年８月９日。長崎で助産婦をしている母
親の前に、原爆で命を落としたはずの息子が
ひょっこりと姿を現した。平和を願うすべての
人に捧げる、こまつ座「戦後＂命＂の三部作」第
３弾待望の舞台化。

日時：  10月５日（金）19：00／10月６日（土）19：00 
10月10日（水）19：00／10月13日（土）19：00 
10月19日（金）19：00／10月20日（土）19：00

価格：6,000円▶5,300円
会場：紀伊國屋ホール
出演：富田靖子、松下洸平
※未就学児入場不可

母と暮せば

黒澤映画の代表作を宮本亜門演出で初のミュ
ージカル化！  音楽を担当するのはグラミー賞
を受賞したジェイソン・ハウランド。宮本亜門
とのタッグで日本生まれのこの作品を彩ります。
日本から世界へ発信するこの素晴らしい作品
を是非劇場で！

日時：  10月23日（火）18：30（市村正親） 
10月27日（土）12：30（鹿賀丈史）

会場：赤坂ACTシアター
価格： Ｓ席　13,000円▶ 10月23日：11,000円
  10月27日：12,350円
出演：  市村正親（Ｗキャスト）／鹿賀丈史（Ｗキャ

スト）、市原隼人　ほか

黒澤明没後20年記念作品
生きる

アカデミー賞７部
門受賞作を舞台化。
劇団四季の台詞劇
最新作は、「ロミオ
とジュリエット」に
秘められた、もう一
つの愛の物語。

かつて世界一と言われ、
日本人として誇りが持
てた＂ものづくり＂を今
一度喚起する、歌あり、
ダンスあり、アクション
ありのエンターテイン
メント意欲作！！　
ご期待ください。

9／17
（月・祝）

締 切

9／17
（月・祝）

締 切

9／2
（日）

締 切

9／20
（木）

締 切

8／16
（木）

締 切

9／3
（月）

締 切
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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。

ロシア美術の殿堂と言われる国立トレチャコフ
美術館所蔵コレクションより、19世紀後半から
20世紀初頭の激動のロシアを代表する作家の
作品を紹介します。

価格： 大人（18歳以上） 3,800円▶3,300円
小人（３〜17歳・高校生） 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。

※2019年３月31日（日）まで有効です
※２歳以下無料

サンリオピューロランド

©'13,'18	SANRIO　S/D・G　	
©'76,'90,'96,'01,'18	SANRIO	APPROVAL	No.P10061513日時：  11月23日（金・祝） ▶ 2019年1月27日（日）

＊2018年11月27日(火)、12月18日(火)、
2019年1月1日(火・祝)は休館

会場：Bunkamura ザ・ミュージアム
価格：  一般（前売）　1,300円▶1,190円

大学・高校生（前売）　800円▶730円
中学・小学生（前売）　500円▶460円

※ 障害者手帳のご提示で割引料金あり。 
（当日開場窓口にて直接お求めください）

※前売り券のお渡しは９月中旬以降となります。

Bunkamura 30周年記念
国立トレチャコフ美術館所蔵  
ロマンティック・ロシア

1／10
2019年

（木）
締 切

3／10
2019年

（月）
締 切

イワン・クラムスコイ
《忘れえぬ女》
1883年	油彩・キャンヴァス
©The	State	Tretyakov	Gallery

オペラを大得意とする天才
マエストロ・バッティストー
ニと東京フィルが贈るこの
秋最大の注目公演。「悪魔に
魂を売った男のお話」を豪華
歌手陣とともに。

世界的なマエストロとヴァイオリニストである
チョン・ミョンフンとチョン・キョンファの巨匠
姉弟による夢の共演が実現。歴史的名演にな
ること間違いなし。

日時：11月18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
出演：  メフィストーフェレ（バス）：マルコ・スポッティ

ファウスト（テノール）：ジャンルーカ・テッラノーヴァ 
マルゲリータ／エレーナ（ソプラノ）：マリア・テレ－ザ・
レーヴァ

合唱：新国立劇場合唱団　ほか
曲目：  オペラ演奏会形式　ボーイト／歌劇『メフィス

トーフェレ』（全４幕・イタリア語上演字幕付)
※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

となる場合もございます。予めご了承ください。

日時：10月４日（木）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：チョン・ミョンフン
ヴァイオリン：チョン・キョンファ（★）
曲目：  ブラームス／ヴァイオリン協奏曲（★）、

サン＝サーンス／交響曲第３番『オルガン付き』
※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

となる場合もございます。予めご了承ください。

東京フィルハーモニー交響楽団
11月オーチャード定期演奏会

東京フィルハーモニー交響楽団
10月東京オペラシティ定期シリーズ

10／18
（木）

締 切

9／2
（日）

締 切

毎年完売が相次ぐ大人気公演。今年は、ベルリ
ンやドレスデンでも活躍する名匠ザネッティが、
歌心あふれるベートーヴェンを響かせます。

会場＆日時＆プログラム
東京オペラシティコンサートホール
プログラムＡ　2月17日（日）14：00
スメタナ／交響詩「わが祖国」より＂モルダウ＂
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲、交響曲第９番 

「新世界より」
プロブラムB　2月15日（金）19：00
オール・チャイコスキー・プログラム
歌劇「エフゲニー・オネーギン」より＂ポロネーズ＂
ピアノ協奏曲第1番、交響曲第6番「悲愴」
指揮：レオシュ・スワロフスキー

（Ａプロ）チェロ：マシュー・バーリー 
（Ｂプロ）ピアノ：アリョーシャ・ユリニッチ

価格： ２月15日  Ｓ席  11,000円▶10,000円
 ２月17日  Ｓ席  12,000円▶11,000円
※未就学児入場不可
※ 曲目・出演者は変更となる場合もございます。予

めご了承ください。

日時：  12月19日（水）19：00　サントリーホール
12月25日（火）19：00　東京芸術劇場コン
サートホール

指揮：マッシモ・ザネッティ
出演：  ソプラノ：アガ・ミコライ　 

メゾ・ソプラノ：清水 華澄 
テノール：トム・ランドル　バス：妻屋 秀和

合唱：新国立劇場合唱団（合唱指揮　三澤 洋史）
管弦楽：読売日本交響楽団
曲目：ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付き」　ほか
価格：Ｓ席　9,500円▶8,100円
※未就学児入場不可

チェコ国立ブルノ・
フィルハーモニー管弦楽団

読売日本交響楽団
歓喜の歌〈第九〉

12／24
（月・休）

締 切

10／28
（日）

締 切

日時：  10月20日（土）16：00 
10月21日（日）11：00

会場：明治座
価格：Ｓ席　16,000円
＊こちらの公演は定価での販売となります。
出演：氷川きよし　ほか

氷川きよし特別公演
9／17
（月・祝）

締 切

が～まるちょばの魅
力を余す事なくお楽
しみいただける２時
間。世界が認めるア
ーティスト「が～まる
ちょば」が全力で織
りなす！

が〜まるちょば　サイレント 
コメディー  JAPAN TOUR 2018

9／10
（月）

締 切

日時＆会場： 10月６日（土）14：00 
 茅ヶ崎市民文化会館（大ホール） 
 12月15日（土）18：00 
 12月16日（日）14：00 
 KAAT  神奈川芸術劇場〈ホール〉
価格：Ｓ席　5,500円
＊こちらの公演は定価での販売となります。
出演：が～まるちょば
※未就学児入場不可

＂慶應義塾の森＂がある宮城県
南三陸町発

オクトパス君

合格力5倍！ゆるきゃら
「オクトパス
（置くとパス）君」の
合格祈願グッズセット

「Pass Pass Happy 
セット」
好評発売中！

ⓒヴィヴァーチェ ⓒTae	Uk	Kang

ⓒ上野隆文

第一部　
母をたずねて珍道中
お役者恋之介旅日記
第二部
氷川きよしコンサート
2018 in 明治座
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日時＆演目＆会場
12月23日（日）13：00「くるみ割り人形」 
東京国際フォーラム ホールＡ
12月24日（月・休）12：00／17：00「白鳥の湖」 
東京文化会館　大ホール
12月27日（木）14：00／19：00「シンデレラ」 
東京文化会館　大ホール

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
価格：Ｓ席　15,000円▶13,000円
※未就学児入場不可
※ 出演者・演目は変更となる場合もございます。

予めご了承ください。

日時：11月30日（金）18：30
会場：国立能楽堂
価格：正面席　6,300円▶6,000円
出演：  狂言「石神（いしがみ）」茂山忠三郎（大蔵流） 

能「調伏曽我（ちょうぶくそが）」大坪喜美雄
（宝生流）

キエフ・バレエ「くるみ割り人形」
「白鳥の湖」「シンデレラ」

国立能楽堂開場35周年記念
11月企画公演

［蝋燭の灯りによる］

11／18
（日）

締 切

9／27
（木）

締 切

150年の歴史を誇る名門
劇場が贈る不朽の名作
古典バレエ！

揺らめく蝋燭の灯り
の 中 に 演 者 の 姿 が
浮かび、あなたを幽
玄の世界へ誘います。
電気の照明を取り去
ることで 見えてくる
美をご堪能ください。

演目：通し狂言「平家女護島」
出演：  中村芝翫 

片岡孝太郎 
中村東蔵　　ほか

日時：  10月６日（土）12：00／10月14日（日）12：00 
10月20日（土）12：00

会場：国立劇場　大劇場
価格：１等Ａ席　9,800円▶8,500円

日時：  ９月15日（土）11：00／16：30 
９月16日（日）11：00／16：30 
９月17日（月・祝）10：00／15：30

※ ９月15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）
16日（日）と17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
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

価格：Ｓ席12,600円▶10,080円

平成30年10月歌舞伎公演

フェスティバル　
ナ・ヒヴァヒヴァ・ハワイ 2018

8／29
（水）

締 切

8／16
（木）

締 切

ハワイを代表す
る２大イベント

「メリー・モナー
ク」「ナ・ホク・ハ
ノハノ」を日本
で見られる唯一
のステージ！

近松門左衛門の名作「平家女護島」を23年ぶり
に「通し狂言」にて上演！　時の権力者・平清盛
の討伐計画を練って流罪となった俊寛僧都の
悲劇が、より鮮明に浮かび上がります。ドラマ
チックな舞台にご期待ください！

日時：10月４日（木）18：30
価格：Ｓ席　12,800円▶10,850円
出演：ニュー・アドベンチャーズ
会場：東急シアターオーブ
※未就学児入場不可
※ 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。あらかじめご了承ください。

日時：10月13日（土）13：00
会場：国立能楽堂
価格：正面席　4,900円▶4,700円
出演：  解説　能楽あんない　三浦裕子 

狂言「木六駄（きろくだ）」三宅右近（和泉流） 
能「絃上（けんじょう）」豊嶋三千春（金剛流）

※全席字幕付（日本語・英語）

マシュー・ボーンの
「シンデレラ」

国立能楽堂開場35周年記念
10月普及公演

9／2
（日）

締 切

8／29
（水）

締 切

日本でも数々の作品を
手 掛 けてき た マ シュ
ー・ボーンが今度は斬
新な切り口でシンデレ
ラを新解釈。おとぎ話
のシンデレラを残しつ
つも舞台はロンドン大
空襲。スリリングで刺
激的なラブストーリー
に仕上がっています。

解説付きで、能楽入
門にぴったり！
能『絃上』は琵琶の
名器をモチーフにし
た名曲です。今年の
秋は能楽堂で日本の
伝統に触れてみませ
んか？

「ゆめ多幸鎮オクトパス君（赤）」「５を
書く定規」「オクトパス君マグネット（赤）」 

「オクトパス君絵馬」「貫通石」の詰め合
わせです（送料無料、税込5,000円）。「貫
通石」は三陸道トンネル工事の貫通点で
採れたもので＂初志貫徹＂＂難関突破＂
の象徴とされています。オクトパス君曰
く「Pass Pass Happy セットで合格力
５倍でチュー！」。

Pass Pass 
Happy セットとは？

URL ▶ http://ms-octopus.jp/

南三陸復興ダコの会東京・丸の内の講演映像をネットで観られる！
年会費

32,400円 29,160円カード会員
割　引

ⓒ読売新聞　前回公演より
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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／2018年8月10日（金）～16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。
　	（夏季休業中の受付分は８月17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。

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 2019年3月31日（日）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

Bunkamura30周年記念
国立トレチャコフ美術館所蔵

ロマンティック・ロシア

11月23日（金・祝） 
～ 2019年１月27日（日）

①一般（前売）1,300円

→ 1,190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

→ 460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
①〜③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　②FAX	03-5427-1546	
③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。2007
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1,003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.43

2018年７月発行
発行人／小塚	喜之
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.43をお届けいたします。巻頭では、初めて外部会場で行われた卒業式と

入学式の模様と舞台裏で活躍した総務の方のお話と、また、新規協力店も多数ご紹介することができました。事務局

一同、伝統とその重みを引き継ぎながら次世代に向けて躍動する慶應義塾への貢献をめざして、サービス内容の拡充

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
�2018年８月31日（金）（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

ペンマーク入り
特製スタンペン（非売品）

慶應カード特製ペン立て（非売品）

印鑑とボールペンが一体となった便利アイ
テム。Keio Universityとペンマーク入りです。

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

10名様

10名様


