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スポーツと慶應義塾

東京オリンピック・
パラリンピックに貢献

　慶應義塾大学、横浜市および川崎市は、東京2020大会に
おける英国オリンピック代表チームの事前キャンプ受け入れに
ついて英国オリンピック委員会（BOA）と2017年3月に正式に
契約を交わし、英国パラリンピック委員会（BPA）とは、2018
年5月に覚書を交わし、事前キャンプの実施に関する正式な
契約の締結をめざし、協力していくことで合意しました。今
後は、キャンプ実施のみならずスポーツ科学や医学、教育、
文化などの分野での交流や、地域との交流を行っていくこと
をめざしています。慶應義塾大学は日吉キャンパスの体育施
設などを提供する予定です。

オリンピック・パラリンピックとは

慶應義塾関連の出場選手

 「スポーツを通して心身を向上させ、さ
らには文化・国籍など様々な差異を超え、
友情、連帯感、フェアプレーの精神をもっ
て理解し合うことで、平和でよりよい世
界の実現に貢献する」ことをめざし、ピ
エール・ド・クーベルタン男爵が提唱し
た近代オリンピックは、1896年に古代
オリンピックの故郷オリンピアのあるギ
リシャ大会に始まりました。第1回のギ

リシャ大会では9競技43種目が開催さ
れましたが、2016年のリオデジャネイ
ロ大会では28競技306種目、32回目と
なる2020年の東京大会では公開競技も
含め33競技339種目の開催が決まって
います。
　パラリンピックは、1948年にグット
マン医学博士の提唱により、ロンドン
郊外で、第2次世界大戦で主に脊髄を損

傷した兵士たちのリハビリの一環として
行われたアーチェリー競技会が起源で、
1952年には国際大会に、さらに1988
年のソウル大会からはオリンピックの後
に同じ場所で開催されるようになりまし
た。出場者も「車いす使用者」から対象
が広がり、2016年のリオデジャネイロ
大会では22競技528種目が開催されて
います。

　慶應義塾関連では、日本としては2回
目の参加となった1920年 第7回アント
ワープ大会から出場選手を輩出しており、
同大会ではテニスの熊谷一弥選手がシ

ングルスとダブルスで銀メダルに輝きま
した。これまでにオリンピック・パラリ
ンピック出場選手は延べ133名、両大会
を合わせ延べ金5、銀13、銅9個のメダ

ルを獲得しています。記憶に新しいとこ
ろでは、2016年 第31回リオデジャネイ
ロ大会の男子4×100mリレーで山縣亮
太選手が銀メダルを獲得しています。

オリンピック英国代表チームが日吉キャンパスでセミナーを開催

パラリンピック英国代表チームによる日吉キャンパス視察

福澤諭吉先生は慶應義塾に西洋の体育思想を
取り入れ、その後、慶應義塾は西洋起源の近
代スポーツ導入に大きく貢献しました。2017
年には慶應義塾体育会が創立125年を迎え、
来年は第32回オリンピック競技大会が東京
で開催されます。今回は慶應義塾とスポーツ
について簡単にお伝えします。



KEIO CARD NEWS vol.44    3

モータースポーツに
取り組む
体育会自動車部

「体育会」と聞くと、球技や陸上、水泳などを連想する方が多いのではないでしょうか。自動車を
使うモータースポーツも立派なスポーツで、体育会に加盟している自動車部は様々な大会で優秀な
成績を収めています。今回は90年近い歴史を誇る自動車部の活動をご紹介します。

　慶應義塾体育会自動車部は、1931年発足のモーター
研究会、1932年に発足した医学部モーター研究会と慶應
義塾自動車協会が合併して、1933年に創立され、1952
年に体育会へ加入しました。時代の変化や自動車技術の
発展に伴い競技内容も変遷していますが、現在は、全日
本学生自動車連盟に所属し、ジムカーナ、ダートトライア
ルそしてフィギュアの三種目を中心とし競技を行っています。

　全日本学生自動車連盟が主催し、「COOL CHOICE」
を推進する環境省が後援する、地球温暖化・環境問題
への取り組みを主眼とした大会で、大学自動車部に加え、
一般企業なども参加。2017年の大会は8月21日に鈴鹿
サーキットの国際コースで競技が行われ、学生の部 36校、
一般の部 24チームが参加し、エコドライブに関しての燃
費や電費、走行タイム、その両立における戦略などを競
いました。自動車部は学生の部、総合の部ともに優勝と
いう傑出した成績を収めました。

　現代技術と環境に優しいソリューションの認知と、充電
インフラの整備などにより地球保護を促すことを目的に開
催されています。パトロンはモナコ公国のアルベール王子、
企画運営は在エストニア・モナコ公国名誉領事が担って
おり、出場チームはゴールであるモンテカルロ中央広場を
めざします。
　2018年は、全日本学生自動車連盟より日本代表として
推薦していただき、選手2名、サポート1名が現地へ向か
いました。今回の大会は2018年9月17日から9月29日にか
けてヘルシンキ・モナコ間（フィンランド、エストニア、ラ
トビア、リトアニア、ロシア、ポーランド、ドイツ、ルクセ
ンブルク、フランス、モナコ）の約3,000kmを電気自動車
で走行し、各地に設置されたチェックポイントの通過時
刻の正確性を競う内容で、日本、ヨルダン、ロシア、ポー
ランド、ドイツ、フランス、フィンランド、モナコの大学
生及び一般エントリーによる参加チームがゴールをめざし
ました。競技ルートは29のステージに分かれていますが、
本学は、そのうち5ステージで区間優勝し、学生部門（日
本、エストニア、ロシア、フィンランド2校、モナコが参加）
において3位入賞を果たしました。

全日本エコドライブ
チャンピオンシップとは

Tallsinki-Monte Carlo  
Electric Marathonとは

全日本エコドライブチャンピオンシップ
2017優勝、そしてTallsinki-Monte 
Carlo Electric Marathon 2018へと出場

「先ず獣身を成して而して後に人心を養う」という言葉に代表されるように、福澤先生は、体育教育の重要性にいち早く注
目した人物でもあり、義塾内には運動場も設けられていました。そして1892年（明治25年）、剣術・柔術・野球・端艇・弓術・
操練（兵式体操）・徒歩の7部からなる慶應義塾体育会が創設されました。現在では43部が加入し、三田キャンパスに本部
を置いて活動しています。2017年には創立125年を迎え記念展覧会の開催や限定グッズ販売などを行いました。

慶應義塾体育会

慶應義塾体育会Webサイト　　http://www.uaa.keio.ac.jp/about/index.html

スポーツと慶應義塾
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日本自動車連盟（JAF）は日本国内の多く
のモータースポーツの規則を制定し、競
技の統括を行っていますが、その中のス
ピード行事に参加しています。スピード行
事とは1台ずつコースを走行しタイムを競
う競技のことで、2台以上が同時に走行す
る競技はレースと呼んで区別しています。

舗装路で行われるスピード行事で、パイ
ロンによって任意に設定されたコースで行
われるパイロンジムカーナと、ミニサーキ
ットなどで行われるコースジムカーナに分

類されます。コース設定は大会当日に発
表されるので、事前練習により総合的な
実力向上を図る必要があります。

ジムカーナ同様に1台ずつコースを走行す
るスピード行事、未舗装の路面上に任意
に 設 定 され たコースで 行 わ れ ま す。
100km/hを超える速度からの減速や、S
字カーブの走行など高い技術が要求され
ます。また未舗装路は路面摩擦が小さい
ため、タイヤと路面の間に大きなスリップ
角が発生しやすく、いわゆるドリフト走行
を行ってタイムを削ります。こちらもコー

ス設定は大会当日に発表されるので、事
前練習により総合的な実力向上を図る必
要があります。

ジムカーナやダートトライアルがスピードと
タイム競う競技であるのに対し、フィギュ
アは運転の正確さとタイムを競う競技です。
教習所コースを縮小したようなコースを地
面に線を引いて設定。クランクやS字、方
向転換、車庫入れなどを次 と々、正確に
行います。地面に引いた線に触れると減
点となり、現点数の少なさとタイムを競い
ます。

自動車部が参加する主な競技

ジムカーナ

ダートトライアル フィギュア

2018年9月25日 ドイツのKasselのホテル近くにて

2018年9月17日 コトカ-ヘルシンキの復路2018年9月18日　エストニアでの開会式にて
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自動車部っておもしろそう！ 今回の取材に対応してくださった
主務の安武 優希さん(理工学部 4年 女子)は、編集部からの
質問に対して、他の部員の皆さんの声も集めてくださいました。

「高校でモータースポーツを経験した人は非常に少ないと思い
ますが、部員の皆さんはどのような動機で入部されていますか」

「街中でも練習できそうなフィギュアはともかく、ジムカーナ
やダートトライアルの場合、例えば週１回の定期的な練習とい

うのは時間的にも予算的にも難しいように感じます。普段の練習は
どうされていますか？」

「海外の大会に出場して大変だったこと、海外の大学生との交
流で得た新たな知見などがあれば教えてください」

言葉で伝えることが難しいだけでなく、相手の言葉を理解す
るのも大変だった。大会の運営は現地の人たちが行ってくれた

が、常に楽観的で時間通りに進まなかったり、出場チームに充電場
所を自分たちで確保させることもあったりして大変だった。(経済学
部 4年 男子)
日本が自動車大国であるということや、東京という都市は、日本人が
思っているよりも大きいということに気付いた。(理工学部 4年 男子)

フィギュア及び、ジムカーナの一部の練習(広さの必要ない細
かいセクションの練習等)は、弊部部室併設の練習場で行って

います。ジムカーナのハイスピード域やダートトライアルの練習は週
末に各サーキットに遠征に出向きます。ジムカーナ、ダートトライア
ルの大会が５〜８月に集中しているため、４〜８月の間はほぼ毎週末
遠征です。その時期は、平日は車両の整備、週末はサーキットにて
遠征というサイクルで活動を行っているため、時間、体力、予算の面
ではかなりタイトです。

（編集部：回答受領後に判明したのですが、日吉キャンパス・「イタリ
ア半島」にある自動車部練習場では早慶戦も行われています。）

他のスポーツとは異なり、みんな同じスタートラインから始め
ることのできるスポーツがしたかった。(経済学部2年 男子)

せっかくの大学生活に他ではできないようなことをしたかった。(理
工学部4年 男子)
もともと車や車の競技が好きで、大学に入って自分でもモータースポ
ーツをしたいと思った。(文学部1年 男子)

「自動車部ならではのメリットはありますか」

駐車やスピードを出すような競技だけでなく、全体と
して運転のスキルが上がった。公道での走行技術や

他のドライバーへの気遣いなどマナーの面も先輩に見てい
ただけるので、普段の運転も上手くなったと思います。 
(商学部3年 男子)

部員募集中！ 平成最後の早慶戦
体育会には43の部が所属し、日々練習に励んでいます。伝統の早慶戦は端
艇部（カヌー）、水泳（葉山部門）、相撲、山岳、スケート〈スピード、フ
ィギュア〉、スキーを除く各部で行われており、平成最後となった今年も多
くの試合が実施されています。今回取材に協力してくださった自動車部は
2018年12月1日に早慶対抗ジムカーナ定期戦を行っています。そして、今
年度の試合で最後を飾るのは航空部の予定です。

第48回早慶対抗グライダー競技会
期間　2019年2月25日～3月1日
会場　埼玉県熊谷市妻沼滑空場

※ 慶應義塾体育会Webサイトより転載。2018年11月25日現在の情報です。最新情報は 
こちらからご確認ください。http://www.uaa.keio.ac.jp/event/index.html

自動車部は現在20名で活動しています。
随時見学も受け付けていますので

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
http://keio-ac.net

2018年11月25日時点の情報です。

野球部、アメリカンフットボール部はご招待チケット
プレゼントがあります。P11をご覧ください。

一問一 答
Q Q
A A

Q

A

Q
A

「自動車部内で人気の自動車メーカーはありますか？
あるとしたらその理由は？」

部員は各々好きなメーカーがあります。部員が持つ
車を見ても国内のメーカーから海外のメーカーまで非

常にその幅は広いです。一方、弊部においての試合車は国
内のメーカーの車を使用することが多く、その理由として「大
会のレギュレーションに沿っている」ということが挙げられ
ます。排気量などに制限がある中、「どれだけ速い車を作る
ことができるか」ということを常に考えながら部員たちは整
備に励んでおります。

Q
A

取材を終えて
ドライブにはいくものの、モータースポーツの知識はほとんど
ありませんでしたが、今回の企画にあたりいろいろと調べると
新たな発見が多く、非常に勉強になりました。自動車部は今回
取り上げた大会以降も素晴らしい実績を積み重ねています。今
回取材対応してくださった主務の安武さんは紅一点の存在です
が、原稿のやり取りをしている間に全日本学生自動車連盟年間
総合杯（年間3試合を通じた総合成績に応じて表彰される）女
子個人部門で見事優勝されました（同タイトルでは男子団体部
門でも優勝しています）。メディアデザイン研究科には目覚まし
い実績がある現役レーシングドライバーの井原慶子特任准教
授も在籍されておりますし、男子はもとより、女子部員も増えて、
その中から将来のトップレーサーが誕生したらすてきだなと思
いました。（慶應カードニュース 編集担当）

画像提供・記事制作協力　体育会自動車部
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KEIO Information慶應インフォメーション 番外編

慶應義塾高等学校の「日吉協育棟」が竣工しました。以前に慶應カードニュースでもお伝えしました慶應義塾高
等学校開設70年事業のひとつが「日吉協育棟」建設です。昨年８月に無事竣工を迎えた日吉協育棟は、12万冊
の蔵書を誇る図書室を中心に、寄贈図書を自由に利用できるビブリオラウンジなど３つのラウンジと、高等学校
ゆかりの資料を展示するアーカイブ、トレーニングルームや和室、ホールなどを設けています。内装の一部に＂慶
應義塾の森（宮城県南三陸町志津川）＂の杉が使われているほか、各所に設けられた大きな窓からは、日吉の森
の広大なパノラマを一望することができます。

2019年の横浜初等部卒業生の湘南藤沢中等部への進学を機に増築された西校舎が竣工しました。昨年７月の
竣工式には、長谷山彰塾長をはじめとする義塾関係者、設計・施工関係者などが出席し、西校舎の体育館で執
り行われました。この西校舎は、既存施設と統一感のある内外装となっており、多目的教室や小教室、地学教
室に美術教室、体育館と武道場に加えて生徒たちの交流の場となるラウンジなどのスペースも設けています。窓
から明るい光がさしこむ西校舎は、昨年９月の新学期から使用開始されています。

撮影：竹松　明季（いずれも慶應義塾Webサイトより転載）

次世代の教育に向けて昨年竣工した施設をご紹介します。

▶ 湘南藤沢中等部・高等部の「西校舎」が竣工しました

▶ 慶應義塾高等学校の「日吉協育棟」が竣工しました

図書室

外観

杉の木目が美しい協育ラウンジ

ラウンジ
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温泉に行こう 湯河原編

［慶應カード特典］
宿泊料10％割引 

（除外期間：金土日、５月２日～
５月４日、12月31日～１月３日）
※ご予約時に慶應カード会員であ
る旨を伝えた上、慶應カードでお
支払ください。

［一言PR］藤木川沿いに位置する当館は自然に囲まれ、特に仙
境野天風呂は自然石を利用した野趣満点のものです。眼前に
は、白竜の滝が流れ落ち、格別な気分を味わうことができます。

［慶應カード特典］
宿泊料10％割引 

（除外期間：12月28日～１
月５日）
※ご予約時に慶應カード会員で
ある旨を伝えた上、慶應カード
でお支払いください。

［一言PR］湯河原温泉を見おろす高台にあり、旬の会席料理
と展望露天風呂が自慢です。期間や季節限定、早期割引プ
ランなど各種ご用意しております。

所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 679
電話：0465-63-3111
URL：http://www.seiransou.co.jp

青
せ い ら ん そ う

巒荘
泉質： 塩化物泉・硫酸塩泉

所在地：静岡県熱海市泉 266
電話：0465-62-5111
URL：http://www.isuzuhotel.co.jp/

川
か わ ぜ き え ん

堰苑いすゞホテル
泉質： カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉

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。

湯河原温泉は相模湾に面し、一年を通じて温

暖な風光明媚の地。湯河原は、かの万葉集に

も詠まれ、古くから万病に効くと評判の良質な

温泉が湧く場所として知られていました。

特に明治時代中頃からは、秘湯の趣きと閑雅な

風情をもとめて文人墨客が数多く訪れ、この地

を舞台とした作品を遺しています。夏目漱石、

与謝野晶子、谷崎潤一郎、芥川龍之介、小林

秀雄など多くの文化人が静養に訪れています。 温 ♨泉 豆 知 識
地図記号にもなっている温泉マーク。温泉法で決められ
ている温泉や鉱泉をあらわす記号で、そのデザインの意
味には諸説ありますが、縦の波線は「湯気３本」、下の
部分の半円が「温泉（浴槽）」と説明されることが多いよ
うです。「湯気３本」の意味はお風呂に入る回数を表して
おり（①到着した時（夕飯前）、②夕飯後、③ 翌日の朝）、
特に長く入る②を長くしているのだとか。

※2018年11月12日現在の情報です。
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慶應カード（塾生［学生］）会員の皆さまへ

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。

ご卒業後の
カードの
変更点

● 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。
※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。

今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！
今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。

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

楽天オーネットは、合コン、お見合い、知人の紹介など、それ
ぞれの婚活方法のいいところを集めた結婚相談所です。結婚相
談所の恋愛・結婚は、実際には恋愛結婚そのものです。
ご利用方法も多種多様であり、イベント・婚活パーティーが中
心の方、インターネットを活用し効率的に進める方など、自分
に合った恋愛のスタイルでご利用いただいております。
また、楽天オーネットでは、お客さま一人ひとりに担当アドバイザー
がおり、結婚に至るまでの様々なご相談にも対応しております。

楽天オーネット

東急ゴルフリゾート
東急不動産ホールディングスグループでは全国各地23箇所にゴ
ルフ場を展開しています。グレード感溢れるものからカジュアル
な雰囲気を持つものまで、自然地形を生かした多様なタイプの
コースを取り揃え、お客様のシーンに合せて、最良のサービスを
提供しております。
東急ゴルフリゾートWebサイト内より新規ユーザー登録をいただ
きますと、いつでもWebサイトでご予約が可能です。オープンコ
ンペや特典付きなどまで様々な優待プランをご用意しておりま
すので、是非ご利用下さい。

［所在地］	（本社）東京都世田谷区玉川	1-14-1楽天クリムゾンハウス
［電話］	 0120-13-5029（10：00～20：00　年末年始を除き年中無休）
	 ※支社については該当の支社にご確認ください。
［URL］	 https://onet.rakuten.co.jp/

［所在地］	 東京都港区南青山	2-5-17	ポーラ青山ビル
［電話］	 	03-6455-5715（株式会社東急リゾートサービス	ゴルフ事業

統括部	事業統括グループ　平日10：00～18：00）
［URL］	 	https://www.tokyu-golf-resort.com/
※ご予約については、新規Webユーザー登録の上、ご希望のゴルフ場をお選び下さい。

専門店

■  プレミアムプランの入会金を
10,000円割引（消費税抜き）

慶應カード特典

■  新規Webユーザー登録の上、マイページより認証コード【1700】を入力い
ただきますと特別優待料金プランがご利用いただけます。

慶應カード特典

専門店

鶴舞CC 麻倉GC
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慶應カード協力店の検索は

 　http://www.keiocard.com/search/

塾員が経営する店　~焼肉たまき家~

たまき家は昭和36年（1961年）に創業し、食肉の販売一筋で事業を行ってまいりました。50年以上もの間、美味しい和牛を卸し続け、ミ
シュラン三ツ星のお店をはじめ、数々の有名店に最高級の和牛を納品させていただいております。
焼肉たまき家の和牛は、全体の20%しか流通しない雌牛を優先的に入手しており、その中でも最高品質のものを取り揃えております。雌
牛の脂は去勢牛や雄牛と異なり、脂の溶ける温度が低く不飽和脂肪酸が多く含まれており、食べた時にいやなしつこさがなく、風味豊か
な肉の旨さが出ます。
不飽和脂肪酸は常温で固まりにくく体内で液体であるのが特徴で、血中の中性脂肪やコレステロール値を調整する働きがあると言われています。
常に最良なお肉をリーズナブルにお楽しみいただくため、和牛は産地指定ではなくプロの目利きで購入する事に拘っております。
昨年の連合三田会の模擬店部会で、138三田会の畔田（くろだ）さんと出会った事で「焼肉たまき家」が生まれました。2018年５月１日の開
業以来、大変好評で「80年の人生で最も美味しいお肉だった」「お肉が口の中で溶けてなくなった」といったお言葉を多くの方からいただき、
多くの芸能人やプロ野球選手もご来店いただいております。お持ち帰り用の焼肉弁当も大好評で、今年の連合三田会では12時30分に全
て売り切れてしまいました。
ミシュラン三ツ星店から任されたお肉屋さんが、自ら目利きをした最高級の雌和牛、是非ご賞味ください。

出身地：東京都台東区谷中
慶應義塾大学商学部
昭和62年（1987年）卒　体育会アメリカンフットボール部所属
職歴
昭和62年4月  大和証券（株）入社 

赤坂第二営業部、新宿センタービル支店営業部、人
材開発部付ファンドマネジャートレーニー、大宮支店
営業部。

平成8年8月  父が経営する業務用食肉卸売業の株式会社たまき家
に転職。

現在、代表取締役。創業58年
平成30年5月  霞ヶ関で焼肉たまき家をオープン。

焼肉たまき家
東京都千代田区霞が関3-2-6　東京倶楽部ビル１階
TEL 03-6550-8299　　URL  http://tamakiya.tokyo/
営業時間　ランチ 11：00～15：00（14：00 L.O.）  
ディナー17：00～23：00（22：00L.O.）
東京メトロ銀座線・南北線「虎ノ門駅」11番出口より 徒歩2分

「溜池山王駅」9番出口より 徒歩9分
東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線「霞ケ関駅」A13番出口より 徒歩6分

「国会議事堂前駅」3番出口より 徒歩7分

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、今回は霞が関で開業した焼肉レストランが好評の田巻保彦さんにご登場いただきます。

［所在地］	 東京都新宿区信濃町35	番地	慶應義塾大学病院2号館11階
［電話］	 03-5379-5571
［営業時間］	10：00～19：00（月～金、第2・第4・第5土）
	 11：00～19：00（日、祝、第1・第3土）
	 ※ラストオーダー　18：30
［休業日］	 年末年始（12月30日～１月４日）

慶應義塾大学病院内レストラン「ザ・パーク」 

■  ご精算時の慶應カード提示で飲食料金５％割引
※パーティー・団体利用を除く
※他の優待・割引と併用不可

慶應カード特典

レストラン「ザ・パーク」は、慶應義塾大学病院2	号館の最上階に当たる11	
階に位置し、南側一面の窓からは、新国立競技場や緑豊かな神宮外苑、赤
坂御所などの眺望もお楽しみいただけます。帝国ホテルのシェフが腕を振る
う料理は、ランチタイムには「帝国ホテル特製ビーフカレー」、「ハンバーグス
テーキ」などに加えて、洋食弁当や3種類の週替わりランチもご用意。ティ
ータイムには、根強い人気のパンケーキや、アップルパイをご賞味いただけ
ます。また、店内バリアフリーやカロリーと塩分量の表示などニーズに配慮
した店舗運営に心掛けております。

飲 食

P14の期間限定特典情報もご覧ください。
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海外在住塾員のレポート等をご紹介いたします。
CULTURE

くろさわのニューヨーク便り
かに続いているが、今回改めて
日本人的「禅」とは少し違う感
覚だと思った。授業前には教授
とお話をさせて頂いたが、単に
「禅」と言えど、勿論その土地、人や風土に合わせて
変化し得ることを感じた。また、この教授はアジア全
域の仏教をリサーチしてきている方だが、彼は日本の
仏教だけ他国と違うと何度かおっしゃっていたのも改
めて考える機会となった。次の日のコンサートも大成
功で、とても楽しい３日間だった。
　現在、私は３つの新しいプロジェクトを形にするべ
く孤軍奮闘している。その内の一つが、今春にワシン
トンD.C.にある国立美術館でのコンサートだ。日本の
動物絵の展示があり、本国から600点もの作品が来る
とのことで、その時期に合わせてオファーを頂いた。
国立美術館の担当の方から600点の絵の写真と、テ
ーマとして日本仏教から動物まで、なんとも目眩がし
そうな情報が送られてきた。このオファーを頂いたの
はだいぶ前だが、仏教というテーマが偶然続く。今
回のコンサートは、長年の私のプロジェクトの一つ、
インドの打楽器タブラの奏者とヒップホップダンサー
をゲストに迎える。ストーリーは長らく悩んだ末「スサ
ノオ」をベースにしたものにする予定で、作曲中。音
楽とダンスの丁々発止、パワフルで楽しいコンサート
にしたいと夢描く。

慶應カードニュースに寄稿させて頂いているが、
事務局から連絡を頂く度に、なんて月日が過ぎ

るのは早いことかと、私の中で季節の行事になりつつ
あり、楽しい時間だ。さて今回は、最近の出来事と
現在創作中の新しいプロジェクトを交えつつお話しし
たい。
　先日、マサチューセッツ大学のファインアーツセン
ターで、ソロコンサートを行った。	コンサートの前日
はマサチューセッツ大学から車で30分程にある、スミ
ス大学にの「仏教と日本文化」というクラスにゲストス
ピーカーとして招かれた。見事女性のみだが多人種。
今回は楽器も持ち込まずお話しのみだったが、学生
たちとの対話も有意義な時間だった。箏は歴史的に
仏教や禅にかかわってきている。ある時代には、僧
侶や医者の精神統一や精神強化のために、毎日の日
課とされていた。さらにさかのぼると、現在の箏と言
われる楽器が出現する以前に、箏のような弦楽器は
すでに存在し、審神者（さにわ）と呼ばれる人が、神
への祈祷をその弦楽器を使用して行っていた時代も
ある。現在もしくは長らく、アメリカで禅ブームが静

ル
ー
ツ

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/

2019年５月19日　15：30開演
国立美術館（ワシントンD.C.）
https://www.nga.gov/calendar/
concer ts/sevent y-seventh/
yumi-kurosawa.html

黒澤有美コンサート

リハーサル中 絵を描いてくださった方も

コンサートでお客様と

ワシントンD.C.の国立美術館



KEIO CARD NEWS vol.44    11

●�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
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

定期演奏会に抽選で
20組40名様をご招待いたします。

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
早慶戦にご招待
日　　時   2019年4月29日（月・祝）予定
応募期間   2019年3月1日（金）〜3月29日（金）必着

20組
40名様父母

日　　時   2019年3月3日(日)　開演　14：00
会　　場   サントリーホール　大ホール　※未就学児童入場不可

指　　揮   飯守泰次郎
曲　　目   ワーグナー/楽劇「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と「愛の死」

R.シュトラウス/楽劇「サロメ」より「7つのヴェールの踊り」 
マーラー/交響曲第5番

応募締切   2019年2月8日（金）必着

父母

応募方法

　慶應カード事務局では2018年10月21日（日）
に日吉キャンパスで実施された連合三田会大会で
初の試みとして、慶應カ
ード会員様用の専用休憩
所を開設しました。
　当日は天候にも恵ま
れ、絶好のイベント日和。
日吉駅から見て左側、銀
杏並木沿いの駅から２番
目に近い場所にテントを
設置し「慶應カード会員
用お休み処」ののぼりを
目印にして、皆様をお迎
えしました。
　初めての参加ということもあって、参加や設置
場所などの告知が充分にできておらず、「探したけ

慶應義塾体育会
野球部
早慶戦（春期）にご招待

ご招待は第２回戦となります

50組
100名様父母

会　　場   神宮球場
応募期間   2019年4月1日（月）〜4月30日（火）必着

第226回定期演奏会

れど見つけられなかった」「カード会員がここを使
えることを知らなかった」というお声もあり、次回

以降の課題となりました
が、当初の予想より多く
の方が申込書や会報誌を
手にとってくださったり、
お声がけくださったので、
嬉しく感じられ、また、
休憩所も「食べる場所が
少ないので助かった！」と
の感想もあり、参加した
かいがありました。来年
度以降もこの慶應カード
会員用の休憩所サービス

は続けて参りますので連合三田会大会にいらっし
ゃった際には、ぜひご利用ください。

準備を終えてスタンバイ中です

事務局より 連合三田会大会での
休憩所がご好評でした
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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９月30日（月）まで有効です
※２歳以下無料

サンリオピューロランド

©'13,'19	SANRIO　S/D・G　
©'76,'90,'93,'96,'01,'10,'19	SANRIO	APPROVAL	No.P1011275

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/
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・	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：  ２月９日（土）～４月14日（日） 
※２月19日（火）、３月12日（火）は休館 
10：00～18：00（毎週金・土曜日は21：00
まで）※入館は各閉館の30分前まで

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） 700円 ▶ 680円 
中学・小学生（前売） 400円 ▶ 380円 
親子券（前売） 1,400円 ▶ 1,350円

※ 親子券は〈一般1名＋中学・小学生1名〉のセット
券です。２名一緒にご入館ください

＊ 学生のお客様は学生証をご提示ください 
（小学生を除く）

※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）

日時：  ３月21日（木・祝）～６月16日（日） 
※月曜日及び５月７日は休館 
ただし、３月25日、４月１日、29日、５
月６日、６月10日は開館 
９：00～17：00（金・土曜日は20：00まで）
※入館は閉館の30分前まで

会場：国立科学博物館
価格：  一般・大学生（当日） 1,600円 ▶ 1,360円

小・中・高校生（当日） 600円 ▶ 490円
※ 未就学児ならびに障害者手帳をお持ちの方とそ

の介護者は１名様は無料
　（当日会場窓口にて直接お求めください）

日時：  ４月23日（火）～７月10日（水） 
※５月７日（火）、20日（月）、27日（月）、６月
３日（月）、17日（月）、７月１日（月）は休館 
9：30～17：30（金曜日は20：00まで） 
※入館は閉室の30分前まで

会場：東京都美術館企画展示室
価格： 一般（当日） 1,600円 ▶ 1,360円
 大学生・専門学校生（当日） 1,300円 ▶ 1,070円
 高校生（当日） 800円 ▶ 580円
 65歳以上（当日） 1,000円 ▶ 780円
※中学生以下は無料
※ ５月15日（水）、６月19日（水）はシルバーデーにより

65歳以上の方は無料

大哺乳類展２
- みんなの生き残り作戦 -

Bunkamura 30周年記念
クマのプーさん展

クリムト展　
ウィーンと日本1900

ふるさとイギリスから、
会いに行くよ
英国ヴィクトリア・アンド・アルバ
ート博物館からクマのプーさん
原画コレクションが待望の来日！

大好評を博した特別展
「大哺乳類展」（陸のな

かまたち／海のなかま
たち）から９年、あの「哺
乳類」たちが、2019年
春、上野の国立科学博
物館に帰ってきます。

国立能楽堂の特別公
演は、能２番に狂言
１番でボリュームた
っぷりのお得な公演。
儚く散った平家の若
武者を描く「知章」と、
神への祈祷がもたら
す奇瑞「藍染川」は 
はいずれも上演の稀
な珍しい曲です。こ
の機会にぜひ。
全席字幕付きですので能楽初心者の方でもお
楽しみいただけます。

国立能楽堂の普及公演は、事前の解説と字幕
が付いて、能楽入門にぴったり。
能の田村は桜の季節の清水寺を舞台とした、
戦勝の武将の物語です。

日時：３月21日（木・祝）13：00
会場：国立能楽堂
価格：正面席　7,700円▶7,350円
出演： 能「知章」井上裕久（観世流）
 狂言「しびり」茂山千作（大蔵流）
 能「藍染川」本田光洋（金春流）

日時：４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
 狂言「鎌腹」茂山あきら（大蔵流）
 能「田村」髙橋　忍（金春流）
※全席字幕付

国立能楽堂
３月特別公演

国立能楽堂
４月普及公演

没後100年を記念する本展覧会では、
初期の自然主義的な作品から、分離
派結成後の黄金様式の時代の代表
作、甘美な女性像や数多く手がけた
風景画まで、日本では過去最多とな
る約20点の油彩画を紹介します。

6／20
（木）

締 切

3／3
（日）

締 切

3／26
（火）

締 切

9／8
（日）

締 切

5／26
（日）

締 切

2／21
（木）

締 切

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》 1901年　油彩、カンヴァス　84 x 42 cm
ウィーン、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
© Belvedere, Vienna, Photo: Johannes Stoll
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驚異のアンサンブルと絶妙のコラボレーションに世界が感動！
オルフェウス室内管弦楽団ニューヨークから待望の来日！

読響 新常任指 揮者
ヴァイグレがベートー
ヴェン《英雄》の威
厳に満ちたメロディ
と躍動するリズムを
渾身のタクトでお届
けします。

平成最後の春、魂を揺さぶるミュージカル開幕
咲いて散るなら　いざや、かぶかん！！

日時・開場・プログラム
４月22日（月）19：00 
サントリーホール（プログラムＢ） 
４月27日（土）14：00 
よこすか芸術劇場（プログラムＡ）

プログラムＢ
ロッシーニ／《セビリアの理髪師》序曲
ラヴェル／クープランの墓
ラヴェル／ピアノ協奏曲ト長調
メンデルスゾーン／交響曲第４番《イタリア》

プログラムＡ
モーツァルト／ヴァイオリン協奏曲第５番《トルコ風》
ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第２番
モーツァルト／交響曲第36番《リンツ》

出演
管弦楽：オルフェウス室内管弦楽団
ピアノ：辻井伸行
ヴァイオリン：三浦文彰（4/27に出演）

価格：  Ｓ席 ４/22　18,000円▶16,200円
 ４/27　16,000円▶14,400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：５月24日（金）19：00
会場：サントリーホール
価格：Ｓ席　7,500円▶6,500円
出演：  指揮　セバスティアン・ヴァイグレ 

チェロ　ユリア・ハーゲン
曲目：  ワーグナー／楽劇「ニュルンベルクのマイ

スターシンガー」第１幕への前奏曲 
シューマン／チェロ協奏曲 
ベートーヴェン／交響曲第３番「英雄」

※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：  ４月７日（日）17：00／４月12日（金）18：30
会場：明治座
価格：Ｓ席　10,000円▶7,500円
出演：北翔海莉　峯岸みなみ　ほか

セキスイハイム presents 
辻井伸行　三浦文彰　
オルフェウス室内管弦楽団

読売日本交響楽団
ベートーヴェンの傑作《英雄》

ミュージカル　ふたり阿国

3／19
（火）

締 切

4／21
（日）

締 切

3／5
（火）

締 切

力強さと実直な響きで欧州オーケストラを牽引する北欧の名門デン
マーク国立交響楽団が、2016年シーズンより首席指揮者を務める巨
匠ファビオ・ルイージに率いられ初来日。ソリストには、日本を代表
するピアニスト横山幸雄（ピアノ）、トップ・オーケストラと共に第一線
で活躍するアラベラ・美歩・シュタインバッハー（ヴァイオリン）が登場。

日時：３月６日（水）19：00
会場：サントリーホール
演奏予定曲目抜粋：

＂トスカ＂より「歌に生き、恋に生き」（ゲオルギュー）
＂オテロ＂より「無慈悲な神の命ずるままに」（ハンプソン）
＂道化師＂より「ネッダ！シルヴィオ！」（ゲオルギュー＆

ハンプソン）
＂シモン・ボッカネグラ＂より「娘よ、その人の名を呼ん

だだけで胸が躍る」（ゲオルギュー＆ハンプソン）
ほか

指揮：  ユージン・コーン
演奏： 東京フィルハーモニー交響楽団
価格：Ｓ席　36,000円▶32,400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

会場：サントリーホール
日時＆プログラム：
3月12日（火）19：00
　ニールセン：歌劇『仮面舞踏会』序曲
　ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第５番『皇帝』
　（ピアノ：横山幸雄）
　チャイコフスキー：交響曲第5番
3月19日（火）19：00
　ソレンセン：Evening Land（日本初演）
　ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第１番
　（ヴァイオリン：アラベラ・美歩・
　シュタインバッハー）
　ベートーヴェン：交響曲第7番
価格：Ｓ席　14,000円▶13,000円
管弦楽：デンマーク国立交響楽団
指揮：ファビオ・ルイージ
ピアノ：横山幸雄
ヴァイオリン：アラベラ・美歩・シュタインバッハー
※ 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

Citigroup Japan presents
アンジェラ・ゲオルギュー＆トーマス・ハンプソン  
スペシャル・コンサート イン ジャパン 2019

東芝グランドコンサート2019
ファビオ・ルイージ指揮
デンマーク国立交響楽団

2／14
（木）

締 切

2／14
（木）

締 切

日時：３月21日（木・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
出演：  指揮　ミハイル・プレトニョフ 

ヴァイオリン　ユーチン・ツェン★

（2015年チャイコフスキー国際コンクール最高位）
曲目：  チャイコフスキー／スラヴ行進曲、ヴァイオリン協奏曲★

ハチャトゥリアン／バレエ音楽『スパルタクス』より 
＂アダージョ＂、交響曲第３番『交響詩曲』

※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：３月25日（月）19：00
会場：Bunkamura オーチャードホール
プログラム：

「カルメン」よりハバネラ
アメージング・グレイス
タイム・トゥ・セイ・グッバイ　ほか

演奏：東京フィルハーモニー交響楽団
価格：Ｓ席　10,000円▶9,000円
※未就学児入場不可
※PAを使用します
※ 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

東京フィルハーモニー交響楽団
ミハイル・プレトニョフ指揮

キャサリン・ジェンキンス
コンサート

2／18
（月）

締 切

2／24
（日）

締 切

マル チな 才 能 を放
ついま注目のマエス
トロ鈴 木優 人 が登
場。フランス生まれ
の新星レミ・ジュニ
エの瑞々しいショパ
ンも必聴です。

2010年の初演で、成河が
第18回読売演劇大賞優秀
男優賞を受賞し話題を呼
んだ本作を初演とは配役
を変えて再演！  精神病院
での、ある24時間。
1人の精神病患者と2人の
医師が織り成す手に汗に
ぎる会話劇が抉り出すの
は、権力、エゴ、人種の
偏見をめぐる現代の人間
の戦いである。

読売日本交響楽団
《魂のショパン＆ストラヴィンスキー》

BLUE/ORANGE

2／28
（木）

締 切

3／14
（木）

締 切

日時：４月４日（木）19：00
会場：サントリーホール
価格：Ｓ席　7,500円▶6,500円
出演：  指揮　鈴木優人 

ピアノ　レミ・ジュニエ
曲目：  ラモー／歌劇「優雅なインドの国々」組曲 

ショパン／ピアノ協奏曲第２番 
ストラヴィンスキー／バレエ音楽「ペト
ルーシュカ」

※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

世界に先駆けて一夜限りの初共演コンサート実現！！
稀代の歌姫ゲオルギューと、至高のバリトン、ハンプ
ソンが歌い上げる圧巻のエンタテインメント！

ⓒMarco	Borggreve ⓒChristian	Steiner ⓒ読響 ⓒNeda	Navaee

4/27出演

日時： ４月17日（水）14：00 ／ 19：00
 ４月19日（金）19：00 ／４月20日（土）17：00
 ４月21日（日）13：00
会場：DDD青山クロスシアター
価格：全席指定　7,800円▶6,650円
翻訳：小川絵梨子
演出：千葉哲也
出演：成河、千葉哲也、章平
※未就学児童入場不可

15本のトランペットのファンファーレで始まり、オ
ルガンを含む大編成のオーケストラが炸裂するハ
チャトゥリアンの『交響詩曲』。そして世界で認め
られたユーチン・ツェンのヴァイオリンがチャイコ
フスキーの名曲を奏でます。音の魔術師プレトニ
ョフが贈るロシア音楽の真髄をご堪能ください。

「魅惑のシルキー・ヴォ
イス いやしの歌声」。
年越しの名物番組「東
急ジルベスターコンサー
ト2016-2017」にも出演
したクラシカル・クロ
スオーバーの世界的メゾソプラノ。
単独来日公演が待ち遠しい！

ⓒDavid	Venni
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日時： ５月３日（金・祝）13：00〈 R 〉 
 ５月４日（土・祝）17：30〈 R 〉
 ５月８日（水）19：00〈 B 〉
会場：よみうり大手町ホール（大手町）
価格： Ｓ席 5/8　 8,800円 ▶ 7,450円
  5/3・5/4 8,800円 ▶ 8,400円
出演：  〈BLUE 〉三浦翔平　村井良大／吉見一豊　

間宮啓行　香寿たつき　松澤一之／ 
川平慈英　岡本健一　　ほか

  〈 ROSE 〉岡本健一　川平慈英／吉見一豊　
間宮啓行　香寿たつき　松澤一之／ 
村井良大　三浦翔平　　ほか

ピカソとアインシュタイン 
〜星降る夜の奇跡〜

3／28
（木）

締 切

２人の天才、ピカソとアイ
ンシュタイン。
もし２人が本当に出会って
いたら？　平成から次の時
代への節目に贈る、ファン
タジック・コメディ！

日時：４月23日（火）12：45／４月27日（土）17：30
 ４月28日（日）13：30
会場： 東京芸術劇場　プレイハウス
価格： Ｓ席 4/23　 9,000円 ▶ 7,650円
  4/27・4/28 9,000円 ▶ 8,600円
出演：  高畑充希、鈴木梨央、江口のり子、須賀健

太、益岡徹　ほか

奇跡の人
3／21

（木・祝）
締 切

盲目聾唖のヘレン・ケラーと新米教師のアニ
ー・サリヴァンの闘いの日々があなたの胸を打
つこと間違いない永遠のスタンダードプレイを
上演！

日時：６月16日（日）13：00／６月22日（土）13：00
会場：新国立劇場　オペラパレス
価格：Ｓ席　12,960円 ▶ 12,320円
音楽：カール・デイヴィス
振付：デヴィッド・ビントレー
出演：新国立劇場バレエ団
※4歳未満入場不可

新国立劇場バレエ団
「アラジン」

3／7
（木）

締 切

夢と冒険のファンタジーバレエ！
エンターテインメント性と芸術性が見事に調和
した、夢いっぱいの豪華で華やかなバレエです。
分かりやすいストーリーに基づいて展開される
物語バレエのため、大人から子供までお楽し
みいただけます。

日時： ４月20日（土）18：00／４月21日（日）13：00
 ４月25日（木）13：00／４月26日（金）18：30
会場：新国立劇場　小劇場
価格：Ａ席　6,480円 ▶ 5,900円
出演： 朝海ひかる、須賀貴匡、岡本あずさ、 

 渡邊りょう　ほか
※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

新国立劇場2018/2019シーズン演劇
「かもめ」

3／3
（日）

締 切

チェーホフ不朽の名作を、
全役、オーディションで！
演出は新国立劇場で数々
の作品を創り出してきた
鈴木裕美。出演は6週間
のオーディションで決定
した13人の俳優たち。小
川絵梨子芸術監督による
新訳でお贈りします。

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

日時：３月30日（土）13：00／４月６日（土）13：00
　　　４月14日（日）13：00
会場：KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉
価格：Ｓ席　11,880円
※この公演は定価での販売となります
※ ２歳以下の入場不可。３歳以上有料（膝上観劇

不可）

「パリのアメリカ人」
2／6
（水）

締 切

劇団四季の最新
ミュージカル。
踊るような、
恋がはじまる。

全体の20%しか流通しない雌牛。
ミシュラン三ツ星店や、

数 の々有名店を得意先とする
目利きのプロが選ぶ最高級の
和牛をリーズナブルにお届けします。

慶應カード会員様限定特典！
紙面持参かスクリーンショット提示でお食事の場合、

一組につき「牛筋煮込み」をサービス
(ディナーのみ、2019年3月末まで)

P９の紹介記事もご覧ください。
http://tamakiya.tokyo/

日時： 4月13日（土）13：00／4月17日（水）18：30
会場：  積水ハウスミュージカルシアター 

四季劇場［夏］
価格：Ｓ１席　10,800円
※この公演は定価での販売となります
※ ２歳以下の入場不可。３歳以上有料（膝上観劇

不可）

「ライオンキング」
3／10
（日）

締 切

一生に一度は観て
ほしい。
何度観ても、観る
たびに新しい。
不滅のミュージカ
ルは新たな領域へ。
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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）
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。
■	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 区　分 価　格 枚　数 小　計
①	

円／枚
②

 枚
①×② 

円
①

円／枚
②

 枚
①×② 

円
①

円／枚
②

 枚
①×② 

円
①

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.下記の一覧をご覧の上、ご希望のイベント名および必要事項をご記入ください

■サンリオピューロランド　有効期限　2019年9月30日（月）大人（18歳以上）3,300円　小人（3歳〜17歳）2,500円
■大哺乳類展２　会期　2019年３月21日（木・祝）〜６月16日（日）　一般・大学生 1,360円　小・中・高校生 490円
■クリムト展　会期　2019年４月23日（火）〜７月10日（水）一般 1,360円　大学生・専門学校生 1,070円　高校生 

580円　65歳以上 780円
■クマのプーさん展　会期　2019年２月９日（土）〜４月14日（日）　一般 1,250円　大学・高校生 680円　中学・小

学生 380円　親子券 1,350円
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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.44

2019年１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.44をお届けいたします。今回は慶應義塾とスポーツについてご紹介しま

した。次号以降も東京オリンピック・パラリンピック関連などの情報をお届けしていきます。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
�2019年２月28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

筆記用具の老舗メーカーとして、定評のあるPARKER
社製のボールペン本体には慶應義塾のペンマーク、 
革製のペン入れにはユナイテッドアローズのロゴ入り、
というとっておきの製品です。

慶應カード特製スマホスタンド

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10名様にプレゼント。天然素材です
ので木目も様々、それぞれ個性があります。

読者プレゼント

5名様

10名様

PARKER社製ボールペン　
＂メイド バイ ユナイテッドアローズ＂×
慶應義塾ペンマーク　ダブルネーム


