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湘南藤沢キャンパス20周年
今年、湘南藤沢キャンパスは1990年の開設から20周年
を迎えます。今回は、ゼロからスタートする学部としては
1957年に開設された商学部から23年ぶりの新学部となっ
た湘南藤沢キャンパスの歩みと記念式典の模様を簡単にご
紹介いたします。
流動化する社会とともに学問が多様化した1980年代、学際

あるべき姿についてオープンな議論を繰り広げた「未来創造

塾シンポジウム」
、20周年にちなんだ多様なセッション、SFC

出身の著名アーティストのトーク＆ミニライブをはじめ、学

生団体によるパフォーマンス、各研究室等の同窓会イベ ン

ト、卒業生による企画、スポーツイベント等などがキャンパ
ス各所で行われました。最後には、メディアセンター前の特
設ステージ付近で来場者やスタッフが肩を組んで大きな輪

的な新学部の設立が求められていた1980年代半ばに構想が

を作り、心を一つにし「若き血」
を歌いました。

重ね「総合政策」
、
「環境情報」
という学部が決定し、大学にふ

生、卒業生、現職および退職した教職員、関連企業や地域の方

持ち上がり、21世紀の人材にふさわしい教育について検討を

さわしい環境、交通の便等を考慮した結果、湘南藤沢の地が

選ばれ敷地面積約10万坪というキャンパスが誕生しました。
広大な敷地を活用して、各種施設が点在するように設計さ

れた郊外型のキャンパスが増える中、塾生、教職員間の活発

なコミュニケーションを図ることができるよう、建物は中心

部に集中して建てられ、周囲は自然をそのまま活かしたセミ

ナー・ゾーンとして整備する斬新なデザインとなりました。

1990年4月に総合政策学部、環境情報学部の2つの学部でス

タートした湘南藤沢キャンパス（以下SFC）ですが、1992年4

月の湘南藤沢中・高等部、1994年4月の大学院政策・メディア

研究科、1996年7月のSFC研究所（既存の3研究所を統合）
、

当日は時折霧雨が降る肌寒い一日ではありましたが、在学

など約2300名が来場し、盛況のうちにフィナーレを迎えるこ

とができました。

また、この4月、SFCでは慶應義塾大学ワークライフバラン

ス研究センターが実施する養成講座を修了した学生が保育
サポーターとして保育士の監督のもと保育を行う「一時保育

サポートプログラム」
を1年間の実験として開始しました。こ

れは、慶應義塾で学び働く人たちの育児と研究・業務の両立

をサポートすることを目的として実施する新しい試みです。
多様で複雑化する社会に対して既存の学問分野にとらわ

れず、テクノロジー、サ

イエンス、デザイン、ポ

2001年の看護医療学部、2005年4月には大学院健康マネジメ

リシーを連関させながら

約5,000名の塾生が学び、これまでにのべ19000名以上の塾員*

な実践を通じて21世紀の

ント研究科を開設し、順調に発展を続けています。現在では
を送り出してきました。
（*2010年4月1日現在）

20周年記念式典は松沢成文神奈川県知事、海老根靖典藤沢
シータ

市長をはじめとした来賓を迎え、4月4日（日）
にΘ館で行われ

ました。國領二郎総合政策学部長による開式の辞、清家篤塾
長と来賓による祝辞、橋本岳SFC三田会代表幹事による祝辞

と塾旗贈呈に続き、加藤寛初代総合政策学部長および相磯秀
夫初代環境情報学部長への感謝の気持ちを込めた顕彰が行

問題解決をはかり、様々
実学を作り上げていこう

とするSFCの今後に益々
期待したいと思います。

シータ

式典の行われたΘ館
（大講堂室棟）

SFCになじみの深い
「講義棟（含アンテナ）」
「カモ」
「コンピュータ」をモチーフにした

20周年記念ロゴ

われました。なお、この場で、両初代学部長からの寄付によ

り2002年に設置された加藤賞・相磯賞を教職員の寄付により
恒久化することが発表されました。その後、在学生による未

来創造宣言があり、塾歌斉唱の後、村井純環境情報学部長に

より閉式の辞が述べられました。また、式典の模様はキャン

パス内各会場への中継およびインターネットで同時配信さ

れました。

同日午後には、様々な分野で活躍する卒業生と教職員、会

場の参加者がこれまでの成果を踏まえ現在や未来のSFCの

SFC20周年ウエブサイトから
卒業生の連絡先等の登録ができます

https://20th.sfc.keio.ac.jp/ceremony/request/
form_input.php
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慶應カード新規協力店のご案内
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。

ホテル龍名館東京

宿泊

東京の玄関口、東京駅より徒歩3分という抜群の立地にある『ホテル龍名館東京』。洗練の中
にも日本らしさや東京らしさのあるデザインだけではなく、随所にここちよい時間を過ごして
いただけるようなこだわりを感じさせるホテルです。お部屋のタイプは12種類あり、スタンダ
ードなシングルやツインはもちろん、マッサージ機能付きシャワーをお楽しみいただけるシン
グル、都心には珍しく琉球畳を使用した広い和洋室、
『ホテル龍名館東京』自慢のスイートルー
ム、と旅のスタイルに合わせてご利用いただけます。また、開業から110余年の「おもてなしの
和のこころ」は充実のアメニティにも表れており、多くのお客様に喜ばれております。

優待内容

◆基本室料より20%割引
＊電話での問い合わせの際に
「慶應カード」をお持ちの旨を
お伝え頂いた上、チェックイン時にカードをご提示下さい。

◆15階の『和食花ごよみ』をディナータイムに
ご利用のお客様にお一人様生ビール1杯サービス

[所在地] 東京都中央区八重洲1-3-22
[電話] 03-3271-0971

＊ご来店時に
「慶應カード」をご提示下さい。

[URL] http://www.ryumeikan-tokyo.jp/

イタリアンレストラン 「PRINCIPE」
（プリンチペ）

料飲

JR、小田急、江ノ電の藤沢駅から徒歩3分の場所にあるイタリアンレストラン＆カフェ。地中
海のリゾートを思わせる真っ白い階段から店内に入ると、シャンデリアや現代アートを施した
カジュアルエレガントな空間がひろがります。本場イタリアで学んだシェフが作るのは、湘南
野菜、腰越鮮魚、湘南みやじ豚など地元産の新鮮食材を使用した季節感あふれるヘルシーイタ
リアン。特にみやじ豚のサルティンボッカは人気。お誕生日、記念日のお祝いから、70名様ま
での立食パーティーも可能ですので歓送迎会や同窓会、OB会などにもご利用下さい。

優待内容

◆慶應カードのご提示で、ディナータイムご飲食代金より5％割引
＊
（貸切パーティーご利用の場合は、現金でのお支払いとなります。）
◦他割引サービスとの併用は不可

[所在地] 神奈川県藤沢市鵠沼石上1－4－5 湘南ライトビル2階
Webサイトは
「プリンチペ 藤沢」で検索して下さい。
［電話］0466-65-2585
[URL] http://www.principe-italiano.com/
[営業時間] ランチタイム11：30～15：00／
ディナータイム18：00～23：00
（日祝）17：00～22：00 [定休日] 月曜日

慶應JCBゴールドカード
定
期間限

期間中、慶應JCBゴールドカードにご入会いただくと

ご入会キャンペーン
お申込み方法

下記URLより申込書をご請求ください。

http://www.keiocard.com/
alumni/lineup/jcb.html

カード発行には
「必要書類」
のご返送が必要です。
書類をご返送いただいてからカード発行の手続きとなりますので、
お早めにお申し込みください。
カード発行には4～6週間ほどかかる場合もございます。
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キャンペーン詳細
特典付与時期

※2010年12月31日
（金）までにカードが発行された方が対象となります。

※カード発行手続きに際し、お勤め先ま
たはご自宅へ連 絡させていただく場合
がございますのでご了承ください。
※1回のご利用分でJCBが 同時 期に実
施する他の抽選 式キャンペーンと重複
しての当選はございません。

対象：ご入会後、指定期間中にショッピングで10万円以上ご利用いただいた方

①2010/06/01～09/30入会の方 ➡ 2010/12/10（金）
振替分にて
②2010/10/01～12/31入会の方 ➡ 2011/03/10（木）
振替分にて

2010年6月1日
（火）
～11月30日
（火）

※カードのご入会に際しましては所定の
審査がございますので、あらかじめご了
承ください。審査によりゴールドカード
が発行されず自動的に一般カードへの
お申し込みとなった場合も対象となりま
せんのでご了承ください。

対象：期間中にご入会いただいた方全員

【特典2】5,000円キャッシュバック!!

【特典1】初年度年会費
（10,500円、税込）キャッシュバック

キャンペーン期間

■ご注意事項
【全般】
〈下記の場合は本キャンペーンの対象となりません。〉
・特典付与時点で退会されている場合
・特典付与時点でお切り替えされている場合
・家族会員追加の場合

【特典1】初年度年会費
（10,500円、税込）
をキャッシュバック!!

【特典2】5,000円キャッシュバック
（ご利用条件付き）
ご入会時期

対象売上期間

キャッシュバック時期

1

2010/06/01〜09/30

ご入会〜2010/11/15〆

2011/01/11振替分

2

2010/10/01〜12/31

ご入会〜2011/02/15〆

2011/04/11振替分

【特典1】
・一度年会費を全額お振替後、ご利用条件を満たした方
のみ、対象月のお振替分の「カードご利用明細書」上の「ご
利用金額」
欄に10,500円
（税込）
をマイナス表示いたします。
・当月お振り替えのない場合は、ご登録の口座にお振り込
みさせていただきます。
・お振り込み時点で口座のご登録がない場合は、キャッシ
ュバックの対象となりません。
・無料となる年会費はJCBが負担いたします。

ご入会に関する
お問い合わせ

【特典2】
・年会費、ショッピングリボ払い・分割払い手数料、キャッシングサービスなどはご利用金
額の対象となりません。
・キャンペーン期間内に利用加盟店から届いた売上票が対象となります。
・一度年会費を全額お振替後、ご利用条件を満たした方のみ、対象月のお振替分の「カー
ドご利用明細書」
上の
「ご利用金額」
欄に5,000円
（税込）
をマイナス表示いたします。
・当月お振り替えのない場合は、ご登録の口座にお振り込みさせていただきます。
・お振り込み時点で口座のご登録がない場合は、キャッシュバックの対象となりません。

ゴールドデスク
（入会ご案内専用） 0120-800-978
9：00AM～5：00PM 年中無休
（年末年始除く）

※電話番号は、お間違いの内容おかけください。
お問い合わせ番号：10-021 ※お問い合わせ
の際は
「お問い合わせ番号」
をお知らせください。

http://www.keiocard.com/search/ より協力店を検索いただけます

JAL バケーションズ（by JALUX）

トラベル

美しい7つのラグーンを望む、オアフ島の極上タイムシェアリゾート、
「マリオット・コオリナ・
ビーチクラブ」の体験宿泊プランを、特別ご優待価格でご紹介いたします。お部屋は、広々と
した79㎡のマスタースイートルームにご滞在いただけます。また、ご滞在期間中のレンタカ
ーまたは、空港―ホテル間の送迎付。賑やかなイメージのワイキキとは一味違う、落ち着い
た雰囲気のコオリナ地区に佇むコンドミニアムで、
「ハワイで暮らす」生活をご体験されてみ
てはいかがでしょうか。古代ハワイアンの王族が愛した癒しのリゾート地で豊かな自然とゴ
ルフ場、ショッピングセンターなどが周辺に揃うコオリナを心ゆくまでお楽しみください。
＊ご滞在中、90分のタイムシェア説明会に必ずご参加いただきます。
＊体験宿泊プランにはご参加条件がございます。御予約時にご確認ください。
＊体験宿泊プラン予約時に、慶應カード会員様である旨をお伝えください。

優待内容
[所在地] 東京都品川区東品川2-4-11
[お問い合わせ先] 電話:0120-25-0740
（月～金 9:30～18:00）
[URL] http://www.jalux.com/keio07/

◆マスタースイートルーム
4泊5日優待宿泊
料金$699（1室/税・サービス料込み）

広々としたリビングルーム
（イメージ）

美しいラグーン
（イメージ）

ベイビーオアシスMOSAIC 銀座

サービス

ベイビーオアシスStudio等々力

赤ちゃん・小さなお子様連れ専用の時間制有

プレママ・お子様連れのママ・パパのための

料休憩ラウンジ（フリードリンク付）。店内に

広々とした専用スタジオ。妊婦様向け、乳幼

は、個室授乳室、オムツ替えスペースも完備。

児向けの様々なプログラム・イベントを随時

育児に頑張るママ・パパのリフレッシュの場

開講しております。マタニティヨガ、産後ヨガ、

所としてご利用ください。働く妊婦様のため

ピラティス、リズミック、体操クラスなど質の

の夜のマタニティクラスも大好評！

高いレッスンは大変好評です。

優待内容
慶應カード提示で
ラウンジ施設利用料
10%オフ、スタジオ
A 会員登録料半額
（1,000円オフ）

[所在地] 東京都中央区銀座5-2-1 モザイク銀
座阪急B1F 東京メトロ銀座駅C2出口すぐ
[電話] 03-3573-5552
[URL] http://www.babyoasis.co.jp
[営業時間] 12:00～18:00
（ラストチェックイン17:00）

優待内容
慶應カード提示で
スタジオA
会員登録料半額
（1,000円オフ）
※支払は現金のみ

サービス

[所在地] 東京都世田谷区等々力3-5-2
等々力エフビル3F 東急大井町線
等々力駅前
[電話] 03-3702-5335
[URL] http://www.babyoasis.co.jp
[営業時間] 10:00～18:00

「慶應 MUFGカード・プラチナ・
アメリカン・エキスプレス ・カード」登場
この度、
「慶應 MUFGカード・ゴール
ド・アメリカン・エキスプレス ・カー
ド」は平成22年4月26日より、新しく
「慶應 MUFGカード・プラチナ・アメ
リカン・エキスプレス ・カード」へ
リニューアルいたしました。
『プラチナ』へのリニューアルに伴い、
「プラチナ・コンシェルジュサービス」
やプラチナ会員様専用の加盟店ご優
待プログラム
「スーペリア・エキスペリ
エンス」などの新しいサービスも加わ
り、
『プラチナ』ならではの高品質な
サービスをお届けいたします。

慶應 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
誕生記念ご入会キャンペーン
ご好評いただいております
「慶應ペンマーク入りオリジナルボールペン
（PERKER社製）
」
プレゼントのご入
会キャンペーンも対象期間を延長させていただきました。対象期間中にご入会いただいた方に先着でプレ
ゼントいたします。この機会にぜひご入会をご検討ください。
●お申込対象期間：平成22年4月1日
（木）
〜平成23年3月31日
（木）
まで
※期間中にお申込みいただき、平成23年4月30日までにご入会いただいた方が対象となります。
※商品は多数ご用意しておりますが、対象期間中にキャンペーンが終了することがございます。

慶應 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードのオリジナル特典
❶プライオリティ・パス

世界600ヶ所以上の空港ラウンジが無料でご利用いただけます。

❷プラチナ・コンシェルジュサービス

国内・海外でのレストランのご予約、海外のミュージカルチケットの手配、さらに海外での急な病気など
の緊急時のご支援まで、最上のホスピタリティをご提供いたします。

❸スーペリア・エキスペリエンス

国内・海外の一流ホテル、エアライン、厳選された上質なダイニングやスパなどでご利用いただける数多
くのご優待特典をご用意しております。

※すでに
「慶應MUFGカード・ゴールド・アメリ
カン・エキスプレス・カード」
をお持ちのお客様は、
次回更新カード送付時に、
『プラチナ』の新デ
ザインカードに替えてお届けいたします。また、
お手持ちの旧デザインカードにおきましても、
新しいプラチナサービスをご利用いただけます。

❹アメリカン・エキスプレス・セレクト

日本をはじめ、世界50ヶ国以上、年間3,000を超える選りすぐりの特典をトラベル＆レジャー、ダイニン
グ、ショッピングの3つのカテゴリーでご用意しております。

❺グローバルポイント

■ 海外ポイント2倍／海外加盟店でのショッピングご利用分の基本ポイントが2倍になります。
■アニバーサリーポイント／ご指定
「記念月」
のショッピングご利用分の基本ポイントが2倍になります。

❻付帯保険

■ 海外旅行傷害保険／最高1億円
［自動付帯分最高5,000万円］
＋
［カード利用条件最高5,000万円］
の
合計額。 ■ 国内旅行傷害保険／最高5,000万円 ■ 国内・海外渡航便遅延保険／最高2万円
■ショッピング保険／年間限度額300万円 ■ 犯罪被害傷害保険／最高1,000万円

※このカードは、アメリカン・エキスプレスのライセン
スに基づき、三菱UFJニコス株式会社が発行・運営し
ております。
「アメリカン・エキスプレス」はアメリカン・
エキスプレスの登録商標です。

❼年会費
入会に関するお問い合わせ先

※別途お申込手続が必要です。

本会員／21,000円
（税込） 家族会員
（配偶者様）
／無料
三菱UFJニコス株式会社 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード入会専用ダイヤル
0120－665811受付時間：9:00～21:00（年中無休）
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名作「ファンタスティックス」が待望の再々演
オフ・ブロードウェーにて1960年の初演より42年間に渡り17,162回の公演を数え、トニー
賞特別賞も受賞したミュージカル「ファンタスティックス」
。世界で活躍する演出家の宮本
亜門版が2003年の初演、2005年の再演を経て、今年の10月、待望の再々演を迎えます。
ルイザ役に決定した神田沙也加さんにお話を伺いました。
★ファンタスティックスは世界67カ国で上演された人気作品です。また、今
回は亜門版日本公演に先立ち、同じく亜門演出ロンドン公演が現地のキャ
ストで行われ、世界が注目する作品と言えます。オーディションに合格され
てどう感じられましたか?
ルイザは6年前から待ち望み続けていた役なのです。亜門版初演は、衝
撃的で曲も耳に残り、絶対に演じたいと思いました。2005年の再演のと
きは、オーディションに応募したものの、残念ながら終了してしまった直後
だったのです。それでも諦めきれずに、譜面と音源をお借りしてルイザの
曲を覚えました。
★6年前から曲を覚えられているのですね！ルイザは7曲のミュージカルナ
ンバーを歌いますが、その中で一番お気に入りの曲は何ですか？また、そ
の理由を教えて下さい。
1曲選ぶとすれば最初に覚えた「マッチ・モア」でしょうか。ルイザの性
格を一番よく表わしていると思いますし、ドラマティックでめまぐるしい。
難しい曲ですので研究も必要ですし、それだけに好きな曲でもあります。

私は役柄に入り込み、その役にな
りきって日々を過ごすタイプです。例
えば、病気を題材にしていたり障害を
持つ設定の場合、言葉でそれらを表
わすのは簡単ですが、中途半端な演
技や表面的な演技では本当にその状
況に苦しむ方や、周囲の方々に失礼
だと思うのです。役柄について知識
を深めるうちに、舞台はきれいにまとまるけれど、実際の世界はすさまじ
いことだろうと思い、それについて考えを深めていくうちに、涙もろくなっ
ていたり、ぼーっとしていたりすることもあります。逆に、コメディなどの、
明るい役の時はハッピーで楽しい気分ですが、そのテンションをいかに持
続するかが課題となります。自分と対峙するような重い役を務めた後には
非常に疲れますので、役落とし＊…例えば明治神宮で自然に触れたりして、
役柄に感謝をするとともにお別れをしてけじめをつけるようにしています。

★以前に、宮本亜門さん演出の
『INTO THE WOODS』にも出演されてい
ます。宮本さんとその演出の魅力をどう感じられていますか？

＊役落とし…演じていた役をリセットし自分自身に戻ること

空間をドラマティックに仕上げることが上手な方だと思います。観客と
して見ていても、セットの細部にもこだわり最後まであきらめないで、常に
試行錯誤を重ねていらっしゃる印象があります。また、言葉だけでなく実
際にご自分で動いて見せて下さるので言葉やイメージで伝えられるよりも
演じやすく、とても心強いです。

「ファンタスティックス」はミュージカルが初めての方にもお勧めできる
作品だと思います。シンプルな舞台設定のなかで、それぞれの役者がいろ
いろな役割を果たしていくので、一つのものを作り上げていくような感覚を
楽しんでいただけると思います。終わったときにいい作品を観たな、と心
から感じていただける作品です。ぜひ、劇場にお越しください。

★映画、ドラマ、舞台と様々な分野でキャリアを重ねていらっしゃる神田さ
んですが、近年は舞台作品への出演が続いていらっしゃいます。舞台の
魅力は何ですか？

お忙しいスケジュールの合間を縫ってのインタビューでしたが、短い時
間の中でも神田さんのミュージカルに対する真摯な思いと情熱が伝わって
きました。これからの、益々のご活躍を期待しております。

演者・観客双方の立場から舞台が好きということが今の私の源泉となっ
ていると思います。本当に、ミュージカルが好きなのです。演じるだけで
はなく、観るのも好きで、小さいころから劇場に足を運んでいました。演者
だけではなく、照明、音楽、メイクなどそれぞれの分野のプロフェッショナ
ルが集まって、全員で、物語という平面的なものを立体的なものへと作り
上げていく、という過程自体が好きなの
だと思います。そして、本番だけではなく、
例えばチラシの撮影にしても、夢の世界
にいるようなワクワク感を楽しんでいます。
★
「ファンタスティックス」公演の前にも
「薔
薇とサムライ」、
「私の頭の中の消しゴム」、
その後は「ピーターパン」と舞台のお仕事
が続きます。役柄作りとその切り替えも
大変ではないかと思うのですが、どのよ
うにされていらっしゃいますか？

創立150年記念事業について
2005年10月から創立150年記念事業を開始して、まもなく5年が経
過します。
これまでに「未来先導基金」の創設、
「福澤諭吉記念文明塾」の開講、

★最後に、慶應カード会員の皆様に一言お願いします。

2010年10月9日～31日

Bunkamuraシアターコクーンにて。

■1999年に出演した米短編映画「BeanCake（おはぎ）」で
第54回カンヌ国際映画祭短編部門パルムドール賞を受賞。
02年「eversince」で歌手デビュー。03年「ドラゴンヘッド」で映画初出演。07年TBS
系ドラマ「たった一度の雪～SAPPORO1972年～」に主演。近年は舞台にも積極的に
出演し、演技の幅を広げている。主な舞台作品「INTOTHEWOODS」
（宮本亜門演出）
「夏の夜の夢」
「レ・ミゼラブル」
（ジョン・ケアード演出）
「ウーマン・イン・ホワイト」
（松
本祐子演出）
「ピーターパン」
（松本祐子演出）劇団新感線「薔薇とサムライ Goemon
RockOverDrive」
（いのうえひでのり演出）等。

Kanda Sayaka

撮影：山本千代

る次第です。残された募金期間は、引き続き募金活動を継続させていた
だきますので、皆様の更なるご支援・ご協力を賜りたく心よりお願い申し
上げます。
創立150年記念事業募金では、
Webサイト
（http://keio150.jp/bokin/）
から慶應カードによる決済をご利用いただけます。

日吉キャンパスの
「協生館」
「第四校舎独立館」の竣工等、教育・研究プロ

また慶應義塾では今回の募金を終了するにあたり、一定金額以上の

グラムの充実、建物・施設の整備を進めてまいりました。また2010年

ご寄付をいただきました個人様・法人様には、末永く感謝の意を表すべ

12月信濃町キャンパスに「3号館（北棟）」、2011年3月三田キャンパスに

く銘板を作製し、三田あるいは日吉のキャンパスに掲出させていただき

「新南校舎」の竣工を予定しております。今後も創立150年記念事業は、

ます。ただいま、その準備を進めております。詳しくはWebサイト
（http://

残された事業計画の完遂を目指し着実に進めてまいります。創立150年

keio150.jp/bokin/kihu/）でご案内しております。

記念事業の詳細につきましては、HPをご覧下さい。
（http://keio150.jp/）
一方、創立150年記念事業募金につきましては、今年2010年9月末日
をもちまして終了いたします。おかげさまで、皆様から幅広いご支援を
賜り、当初の目標である250億円を突破し、2010年5月現在の申込額は
281億円に達しております。皆様のご支援・ご協力に深く感謝申し上げ
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〔お問合せ先〕

慶應義塾創立150年記念事業室

募金担当

〒108-8345 東京都港区三田2－15－45
TEL 03-5418-0150
（平日8：30～17：00）
FAX 03-5427-1130
E-mail bokin@keio150.jp

鑑賞ご優待チケット
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。
9／20
（月）
締切

亜門版ミュージカル

「ファンタスティックス」

宮本亜門×鹿賀丈史！
世界一ロングラン・ミュージカル !!

人生はいつだって愛にあふれている。それぞれの人の、それぞれの
“愛”
の物語。
ブロードウェイでの初演から数えて今年で50周年。17,162回の上演を重ね、史
〔あらすじ〕
上最長ロングラン記録を打ち立てた奇跡のミュージカル「ファンタスティックス」
。
マットとルイザは塀一つ隔てて住む隣り同士。思春期を迎え、
演出家・宮本亜門の創作活動の原点にあるこの作品は、世界67カ国で上演され、 恋に落ちる二人だが、父親同士が犬猿の仲。親の反対ゆえに、
まるでロミオとジュリエットのように二人の恋は燃え上がる…
世界で最も愛されているミュージカルのひとつ。世界が戦争に傾き、異なる価値
というのは、実は父親二人の策略だったのだが…。
観が対立する今こそ胸をうつ普遍的なメッセージを持つ作品です。
日程：10月15日
（金）19：00
10月23日
（土）12：30
10月24日
（日）12：30
10月30日
（土）17：30
場所：Bunkamuraシアターコクーン
金額：S席 9,000円▶ 8,100円
出演：鹿賀丈史、田代万里生、神田沙也加、斉藤暁、
矢部太郎、蔡暁強、二瓶鮫一、モト冬樹

8／31
（火）
締切

前回公演より

「カエサル―
「ローマ人の物語」
より―」

紀元前1世紀、混迷の時代を迎える
共和制ローマで、軍事や弁舌の才を
駆使して民衆からの絶大な支持を得
たカエサル。その強大化する存在を
危ぶむ人々は、実権を奪おうと企む。
連戦連勝でローマに凱旋したカエサ
ルを凶刃が襲う…。
「ブルータス、お
前もか！」 塩 野 七 生の大ベストセ
ラーが松本幸四郎主演で初の舞台
化。リーダー不在の現代日本におく
る、激動と波乱の歴史大作です。

（金）

ほか

「やけたトタン屋根の上の猫」

締切

ミュージカル最新作
「サウンド・オブ・ミュージック」

日程：12月16日（木）
18：30
12月19日（日）
13：00
12月25日（土）
17：30
場所：四季劇場【秋】
金額：S席 9,800円
慶應カード特典：ソフトドリンクチケット

「女は遊べ物語」

締切

ほか

撮影：阿部章仁

10／15 「わが町」
（金）

日程：2 011年1月20日
（木）
18：30
2011年1月22日
（土）
13：00
場所：新国立劇場 中劇場
金額：S席 7,350円▶ 6,700円
出演：小 堺一機、相島一之、斉藤由貴、鷲尾真知子、中村倫也、
佃井皆美、佐藤正宏、山本亨、増子倭文江 ほか

10／10 「取り立てやお春」
（日）
締切

十年つれそっても、見当のつかない
のは女房というものである。
司馬遼太 郎の異色時代劇は、浪費
家で遊び好きの妻に頭があがらない
武士の出世をユーモアたっぷりに描
いた娯楽作です。

日程：9月23日
（木・祝）11：00
9月25日
（土）16：00
場所：明治座
金額：A席 12,000円▶ 10,800円
出演：中村梅雀、菊川怜 ほか

8／31
（火）

「エリザベート」

締切

ハプスブルク帝国最後の皇后エリザ
ベートを暗殺したイタリア人無政府
主義者、ルイジ･ルキーニは、死者の
国の裁判官に尋問され「皇后本人が
望んだんだ！」
と、エリザベート、そし
て同時代を生きた人間達のことを語
り始める。初演から10年経っても感
動と熱狂があせないエリザベートが
新たなキャストを迎え、待望のロン
グラン上演決定!

アメリカの劇作家ソー
ントン・ワイルダーが
1938年 に 発 表、ピュ
リッツァー賞を受賞し
た不朽の名作。優しい
両親と善良な人々に見
守られて育った幼なじ
みの、日常生活と結婚、
そして死が温かい視線
で綴られます。

日程：11月18日
（木）18：30
11月21日
（日）13：00
場所：新国立劇場 小劇場
金額：A席 5,250円▶ 4,850円
出演：寺島しのぶ、北村有起哉、銀粉蝶、木場勝己

（火）

締切

締切

「ガラスの動物園」
「欲
望という名の電車」と
並ぶ、テネシー・ウィリ
アムズの傑作。一代で
大農場を築き上げた一
家の主の誕生日に、親
子、兄 弟、夫 婦そして
家族たちの「嘘と真実」
が白日のもとに曝され
ていきます。

8／31

（金）

第二次世界大戦直前のオーストリア。
歌が好きな修道女、マリアが軍隊式
の規律が支配するトラップ大佐一家
を明るく変えていきます。反発から
愛し合うようになり、祝福されながら
結婚式を挙げる二人。しかし、
オース
トリアは、ナチスドイツに併合され、
「第三帝国」
が成立。招集令状を受け
取った反ナチス派の大佐は、愛する
家 族とともにアルプスを越えスイス
へ亡命することを決意するが…。

日程：10月08日
（金）18：30
10月17日
（日）12：00
10月23日
（土）17：00
場所：日生劇場
金額：S席 11,000円▶ 8,400円
出演：松本幸四郎、小澤征悦、高橋惠子、渡辺いっけい

9／10

10／15

黒木瞳が待望の明治座初登場！江
戸文化華やかなりし元禄時代。品
川遊郭で繰り広げられる男と女、そ
して金が織りなす色模 様。キツネ
とタヌキが化かしあう、地獄の沙汰
も金次第のこの品川で、頼りになる
姉御と慕われている、取り立て屋お
春が、持ち前の度胸と愛嬌、機転を
武器に、今日も世のため人のため、
西へ東へ奔走する人情喜劇です。
日程：11月6日
（土）
16：00
11月7日
（日）
11：00
場所：明治座
金額：A席 12,000円▶ 10,800円
出演：出演：黒木瞳、石黒賢、錦織一清、波乃久里子、
渋谷天外、中村隼人、笠原章、嘉島典俊、
曽我廼家八十吉、永山たかし、木下政治 ほか

日程＆出演者：
10月2日
（土）
12：30
出演：朝海ひかる、城田優、伊礼彼方、寿ひずる ほか
10月9日
（土）
12：30
出演：瀬奈じゅん、山口祐一郎、浦井健治、杜けあき ほか
場所：帝国劇場
金額：S席 13,000円▶ 12,300円

8／31
（火）
締切

「33の変奏曲」
芸術、真実、そして愛を求める感動のドラマ！

黒 柳 徹 子主 演 海
外コメディ・シリー
ズ第24弾はトニー
賞5部門ノミネート
の 傑 作 戯 曲。な
ぜ晩年のベートー
ベ ン が 平凡 な 主
題を元に33もの変奏曲を書き上げたのか？不治の病に冒された
音楽理論学者キャサリンは、娘や看護士などに支えられその秘
密を探っていきます。現代のNYとドイツのボン、ベートーベンの
時代19世紀のウィーン、現在と過去の登場人物の想いがひとつ
になっての感動的な終幕とは…。
日程：10月10日
（日）
14：00
出演：黒 柳徹子、植草克秀、
10月13日
（水）
14：00
朴璐美、大森博史、
10月15日
（金）
14：00
天宮良、
場所：ルテアトル銀座byPARCO
李麗仙／江守徹
料金：S席 9,000円▶ 8,500円

9／25
（土）
締切

「水の手紙」
「少年口伝隊一九四五」

劇作家井上ひさしの祈るような地球
へのラブレター『水の手紙』
、原爆が
落ちたヒロシマでの三人の少年の物
語『少年口伝隊一九四五』と、井上ひ
さしの群読劇と朗読劇の2本立てで
の上演です。日替ゲストも登場します。
日程：11月13日
（土）
19：00
11月16日
（火）
19：00
11月18日
（木）
14：00
11月18日
（木）
19：00
場所：紀伊國屋サザンシアター
金額：全席指定 5,250円*▶ 5,000円
出演：新国立劇場演劇研修所修了生20名と
日替ゲスト
*6月25日現在の情報です。
決定し次第Webサイトでご案内いたします。

同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。
次ページでも他の公演をご案内しております。
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鑑賞ご優待チケット
同封の申込書もしくは http://www.keiocard.com/shop/ からお申込いただけます。
8／30
（月）

「10月歌舞伎公演」

8／30
（月）

締切

締切

「国を思い、子を思う…。」
幕末・維新の激動期を生きた人々
の様々な思いを活写する真山青果
の傑作「天保遊侠録」と「将軍江戸
を去る」の2作品を中村吉右衛門
ほか、充実の配役でお届けします。

長寿の祖父・才宝に、元服
名をつけてもらおうとする
三人の孫に、
「嬌あり、冥
加あり、おもしろう」
と名づ
け盃事となる狂言・才宝、
恋した女御に弄られたこと
を知った菊守の老人が恨
みを残して悶死し、その怨
霊が女御を責めるものの、
妄執が晴れ女 御を守り続
けようと言い残し去ってゆ
く、能・恋重荷の上演です。

日程：10月13日
（日）12：00
10月10日
（日）12：00
演目：
「天保遊侠録」
「将軍江戸を去る」
場所：国立劇場 大劇場
金額：1等A席 9,200円▶ 7,800円
出演：中村吉右衛門ほか

9／10
（金）

国立能楽堂
「10月定例公演」

（土）
締切

日程：10月15日
（金）
18：30
演目：狂言「才宝」
（和泉流） 能「恋重荷」
（金春流）
出演：
（狂言）
野村万之介 （能）
髙橋汎
場所：国立能楽堂
金額：正面 4,800円▶ 4,600円

「スロヴァキア放送交響楽団」

8／31
（火）

締切

日程＆演目：
10月17日
（日）14：00 Aプロ
グリンカ
「ルスランとリュミドラ」
序曲、チャイコフスキー：ヴァイ
オリン協奏曲、ドヴォルザーク：
交響曲第9番「新 世界より」
ヴァイオリン演奏／前橋汀子
11月13日
（土）13：00 Bプロ
スメタナ「売られた花嫁」序曲、

チャイコフ
スキー：ピ
アノ協奏曲第1番、ドヴォルザー
ク：交響曲第8番
11月21日
（日）14：00 Cプロ
シューベルト：交響曲第8番「未
完成」、ベートーヴェン：交響曲
第5番「運命」、ドヴォルザーク：
交響曲第9番「新世界より」

「キエフ・オペラ」

10／15
（金）
締切

4度目の来日公演が 決 定！壮
大なグランドオペラの傑作、古
代エジプトで繰り広げられる
愛と陰謀の壮大な物語
『アイー
ダ』
（ヴェルディ）、伝説の時代
の中国を舞台に絶世の美女な
がら冷酷な心を持つ姫を巡る
一大絵巻『トゥーランドット』
（プッチーニ）を上演。そのずっ
しりとした量感に圧倒されます。

場所：東京オペラシティ
金額：S席 11,000円▶ 6,000円

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

国立能楽堂提供

東京フィルハーモニー交響楽団
「
『第九』
特別演奏会」

年末の風物詩といえば「第九」！各々の歌い手
がソリストクラスである東京オペラシンガーズ
の合唱で、東京フィルならではのパワー溢れる
『第九』をご堪
能下さい。

日程＆演目：10月29日
（日）
18：30（アイーダ）
11月20日
（土）
13：30（トゥーランドット）
場所：Bunkamuraオーチャードホール
日程&演目：11月23日
（火・祝）
16：00（カルメン）
場所：神奈川県民ホール
金額：S
 席 19,000円
（県民は18,000円）
▶ 12,800円
A席 16,000円
（県民は15,000円）
▶ 8,600円

カードニュースにご紹介できなかった最新の公演情報は、Web・

猟師が、狩に行く途中で
出会った僧をなぶり、殺
生の是非をめぐって問答
し仲良くなる、狂言・左近
三郎、激しく燃える愛の
情念から光源氏の正妻・
葵上を取り殺そうとする
六条御息所の生霊が、行
者 の 読 経 の 功 徳 に 心を
和らげ成仏する、能・葵上
の上演です。

日程：11月10日
（水）
13：00
演目：狂言「左近三郎」
（大蔵流） 能「葵上 梓之出」
（宝生流）
出演：
（狂言）
善竹忠重ほか （能）
當山孝道ほか
場所：国立能楽堂
金額：正面 4,800円▶ 4,600円

締切

13年ぶりの来日が決定した東欧屈指の
オーケストラ、かつスロヴァキアで最も
歴史のあるスロヴァキア放送交響楽団
が奏でる作曲家が名曲に託した祖国へ
の想い、大地への賛歌をお楽しみ下さい。

国立能楽堂
「11月定例公演」

9／25

国立能楽堂提供

塾生
（学生）
会員の方も
お申込みいただけます。

日程&場所：
12月23日
（木・祝）
15：00 Bunkamuraオーチャードホール
12月26日
（日）
15：00 東京オペラシティコンサートホール
金額：S席 9,000円▶ 7,600円
出演：指揮／ダン・エッティンガー ソプラノ／森麻季
アルト／谷口睦美 テノール／シー・イージェ
バリトン／堀内康雄 合唱／東京オペラシンガーズ

オンラインショップトップページ
http://www.keiocard.com/shop/

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、

携帯サイト

是非ご活用ください。

http://www.keiocard.com/shop/
オンラインショップからの
チケットのお申込には会員登録が必要です。

右の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。

一度ご登録頂くと住所等の情報を毎回ご入力いただく必要

メールマガジンの配信登録

がなくなります。また、登録時と決済時に慶應カードの情
報が必要となりますので、お手元に慶應カードをご用意の
うえ、ご登録・ご注文いただきますようお願いいたします。

塾員会員の方 ▼
http://www.keiocard.com/mag/
塾生
（学生）会員の方 ▼
http://www.keiocard.com/smag/

慶應義塾のキャンパスが風景印に

・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。

風景印（風景入通信日付印）とは、各郵便局付近の名所旧跡などを
描いた消印スタンプで、常時その郵便局に備えられているものです。
この春より、慶應義塾の各キャンパス
（三田・日吉・湘南藤沢）の風
景をモチーフとした風景印が下記郵便局に備え付けられました。

慶應義塾前郵便局

意匠：慶應義塾図書館旧館と
三田通りから見た東京タワー

日吉郵便局

意匠：慶應義塾大学日吉キャンパス
銀杏並木と日吉記念館
*日吉駅内郵便局には設置されていません
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藤沢慶応前郵便局

意匠：慶應義塾大学湘南藤沢
キャンパスの近代的な建物
（Ω館）

郵便局で 郵便物を発送する際に、
窓口で
「風景印を押して欲しい」旨を
申し出てれば押印してもらえます。
キャンパスを訪れた際には記念に、
あるいはご家族やご友人への手紙
に押印してみてはいかがでしょう。

観 賞ご 優 待 チ ケット 申 込 書

FA X：
（ 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。

1.お 申 込される方につ いてご 記 入ください
ふりがな

TEL （

ご氏名

様

）

FAX （

）

E-mail

〒
ご住所
アパート・マンション名
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

2 .ご 希 望の 公 演 名とご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
公演名

公演日時

慶應カード価格
①

月

日

：

〜

月

日

：

〜

月

日

：

〜

月

日

：

〜

月

日

：

〜

枚

数

②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

②

①

②

円／枚
①

②

円／枚

①×②＋③

＊一公演につき発送手数料として別途400円ご負担いただきます。

円
①×②＋③

400円

円
①×②＋③

400円
③

枚

円

400円

③

枚

計

400円

③

枚

小
①×②＋③

③

枚

円／枚

発送手数料
③

円
①×②＋③

400円

円

合

円

計

3.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

□JCB

□三井住友

□UFJ

□NICOS

□UC
□Diners

□DC

□AMEX

カ ード の見 方

□OMC

塾生カード

※1

カード有効期限 ※2

月

年（カード表記と同様にご記入ください）

カード左下番号 ※3
カード名義

塾員カード

※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

※4

お問い合わせ先

（金）8：30〜17：00
（11：30〜12：30は除く）
慶應カード事務局
（慶應学術事業会） TEL／03-3453-3854 （月）〜
E-mail／info@keiocard.com

URL／http://keiocard.com/

夏期休業 2010年8月7日
（土）〜2010年8月15日
（日）

チ ケット 関 連 注 意 事 項
■お申込は慶應カード会員の方に限らせていただきます。
■変更点■
F
 AXでお申込いただいた方には、受信後5日以内に受信確認の連絡をさせて
いただきます。万一、受信確認の連絡がなかった場合にはお申込受付をして
いない可能性がありますので、
必ず慶應カード事務局までご連絡ください。な
お、夏期休業中の受付分は8月16日以降のご連絡となります。あらかじめご
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。

■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と共有する事がございます。

■お申込後のキャンセル・変更をお受けできません。
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塾生カード

塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

読者プレゼント
ハローキティ
バスグッズギフトセット

4 名様に

プレゼント

大人気のキティちゃんグッズの登場です。今回はサン
リオ様よりお風呂タイムが楽しくなるバスグッズのセッ
トをご提供いただきました。キティちゃんのボトル入ハ
ンドソープなどに入っているとてもかわいいセットです。
セット内容：フルーツソープ2個／ハンドソープ1本／
バスパウダー3包
提供：株式会社サンリオ

11月23日の早慶ラグビー戦に抽選で
10組20名様をご招待いたします。

10 名様に

プレゼント

21世紀の現代社会が抱えるさまざまな問題
や課題を中心に多彩なテーマでおくる、慶
應義塾の教員と塾員（卒業生）による講演会
シリーズのブックレット『学問のすゝめ21』
全15巻のセットです。

宛先住所、氏名をご記入のうえ、お申込ください。お1人様1
通のみのご応募となります。2通以上お申込の場合無効とな
りますので、ご注意ください。

官製はがきにてご応募ください。
応募先

塾員番号（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名

応募締切

往復はがきにてご応募ください。

必要記入事項 往信用に住所、氏名、塾員番号、カード会社名を、返信用には

必要記入事項 ご希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、
応募先

10 組
20 名様

【試合日時・場所】
11月23日
（祝日）
・秩父宮ラグビー場

応募方法

提供：慶應義塾創立150年記念事業室
応募方法

50 組
100 名様

伝統の一戦に50組100名様をご招待いたします。
ご招待するのは第2回戦となります。

慶應義塾体育会蹴球部
早慶ラグビー戦へのご招待

©1976,2010SANRIOCO.,LTD.
APPROVALNo.G510341

慶應義塾創立150年ブックレット
『学問のすゝめ21』
全15巻をセット

慶應義塾体育会野球部
秋季早慶野球戦へご招待

〒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

〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾三田キャンパス内
慶應義塾（慶應学術事業会） 慶應カード事務局
（該当チケット名）係

応募締切

8月16日
（月）
（必着）

9月30日
（木）
（必着）

●当選の発表は、10月5日
（火）
頃の返信はがきの
発送をもって代えさせていただきます。
●宛名の間違いが増えております。お確かめのうえご応募ください。

●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。

慶 應 義 塾 維 持 会 の ご 案 内
維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾

これまでに145名を採用いたしました。

の教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立

カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者に

された伝統ある組織です。

ふさわしい学塾として発展していくために、義塾との

会員の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生

絆をさらに深めていただきたく、維持会へのご加入を

への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活

お願い申し上げます。なお、維持会にご入会いただき

動の充実のために幅広く活用させていただいており

ますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご

ます。平成19年度には
「慶應義塾維持会奨学金」を新

加入期間贈呈いたします。すでに維持会員としてご

設し、地方出身者を優先採用とした維持会独自の奨

協力いただいている皆様には、引き続きあたたかいご

学金として、成績優秀な塾生に対し支給することとし、 支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

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

各地区の学生部学事担当

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方
上記以外の

塾員カードをお持ちの方

にお届けください

慶應義塾塾員センター
にお届けください

住所変更案内ページ http://www2.jukuin.keio.ac.jp/reg.html
上記ページもご参照の上、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郵便〒108-8345東京都港区三田2-15-45 ②FAX：03-5427-1546
③E-mail：infoalumni@info.keio.ac.jp ④慶應オンラインより

慶應カード事務局からの
お願い

店
ード協力
カ
應
慶
募集中

編 集
後 記
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〒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

B 各カード発行会社インフォメーションセンター
JCBインフォメーションセンター

東京0422-76-1700

大阪06-6941-1700

三井住友カード FOR YOUデスク

東京03-5392-7411

大阪06-6445-3501

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06-7706-8555

DCカード コールセンター

東京03-3770-1166

大阪06-6533-6633

UFJカード コールセンター

東京03-3242-3611

名古屋052-251-1220

NICOSコールセンター

東日本03-5940-1122 西日本06-6616-0520
東京03-5638-3211

OMCカード アンサーセンター
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

慶應カードでは、会員の皆様への特典の一つにカードの呈示で会員特
典が受けられる「慶應カード協力店」制度がございます。慶應カード事務
局では、現在会員の皆様により多くの場所で便利にご利用いただくために
「慶應カード協力店」としてご協力いただけるお店を募集しております。
ご関心がございましたら、右記事務局までご連絡いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

周年についてお伝えいたしました。SFC開設以前にご卒業された皆様にもSFCへのご
関心をお持ちいただけるようになれば幸いです。また、様々な新規協力店をご紹介する
ことができました。慶應カードをますます便利にお使いいただけるよう、事務局一同が
んばりますので、より一層のご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。

0120-074-024

ダイナーズクラブ コールセンター

お待たせいたしました。慶應カードニュースVol.23をお届けいたします。今回はSFC20

KEIO CARD NEWS vol.23

（維持会担当）
慶應義塾 基金室

登録内容が変更になった場合は以下A・Bの2箇所に届け出る必要があります。
カードのご利用等にご不便が生じることもありますので、お早めにお届けください。

A 各地区の学生部学事担当または塾員センター
塾生カード または

お問合せ先

大阪06-6339-4074

0120-773-711または03-5489-3351

お手紙・FAXでお待ちいたしております。
［お問合せ先］
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
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