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続く創立150年記念事業
▶交流スペース
「社中交歡萬來舍」が誕生
創立150年記念事業の一環である、南校舎建て替え工事が順調に進ん
でおり、2011年3月竣工予定です。
この新しい南校舎の3階には、世代・分野を越えた人と人のつながりや
交流を促進するための塾員や教職員が集える交流スペース「社中交歡萬
來舍」
を、同年4月に開設致します。
開放感のあるモダンで端正な空間をメインに、少人数対応の個室3室
を有し、随時簡単な飲食等（有料）の提供を行うなど、今までにない新た
な「交流の場」
となります。
お一人でも気軽に利用でき、また塾員同士の打ち合せやセミナー・勉

社中交歡萬來舍
〈施設等に関するお問い合わせ先〉

慶應義塾管財部管財担当 TEL:03-5427-1531

強会・団体の親睦会など、アカデミックゾーンの中、愛塾心や人と人との

2011年3月にホームページを開設します。
利用案内や個室予約方法等の詳細情報はそちらをご参照ください。

絆を育む場としてご利用下さい。皆さまのご利用をお待ちしております。

▶今、時代をひらく勇気と出会う
『福澤諭吉事典』
刊行
福澤諭吉生誕175年・慶應義塾創立150年を記念して、2010年12
月下旬に『福澤諭吉事典』が刊行されます。近代日本の先導者と

完成イメージ図

発行：慶應義塾
発売：慶應義塾大学出版会
体裁：A 5上製・1164頁・
函入り
定価：14,700円
（税・送料込み）

して、独立自尊の大道を歩んだ福澤諭吉の全身像が、その生涯・
著作・言葉・師弟・交友・家族・日常生活・旅行などの多彩な切り
口から生きいきと甦る一冊です。幕末・明治の激動期を生きた福
澤の姿は、現代の私たちの心に響く点も多数あることでしょう。
（本文表記は新字を使用）
〈主要目次〉
Ⅰ生涯
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3 英学への転換4 文明の始造
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Ⅱ人びと
Ⅲ著作
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Ⅵ表象（カラー）
Ⅶ書簡宛名一覧
Ⅷ『時事新報』社説・漫言一覧
Ⅸ年譜
Ⅹ基本文献

お申し込み 慶應義塾大学出版会webサイト
方法
http://www.keio-up.co.jp/150/

〈お問い合わせ先〉
＊FAX、郵送でもお申し込みい
ただけます。右 記お問い合
わせ先までご連絡ください。

慶應義塾大学出版会
TEL:03-3451-3584（平日9:00〜17:00）
FAX:03-3451-3122

福澤諭吉記念文明塾
「私塾の原点に還る」
「学生と社会人がともに学ぶ」場を実践す

ことを目的に、コカ・コーラ環境教育プログラムは、持続可能な

る福澤諭吉記念文明塾
（以下、福澤文明塾）が2009年に本格開

社会への変革を導く環境イノベーターを育成することを目的に、

講してから、1年半が過ぎました。福澤文明塾では、未来に貢献

木曜日の夜または土曜日の午後に開講される約3ヶ月のプログ

する志を育むため、塾生が自らの能力を高めるために学ぶこと

ラムです。どちらのプログラムとも、未来への貢献を強く志す

に加えて、他の塾生の力を引き出すプロセスを通じて、塾生一人

方が経済的理由によって学ぶ志が閉ざされることのないよう授

ひとりの個性に根ざした思考や行動の特性を磨き合う事や、学

業料はいただいていません（運営費として3万円を徴収していま

んだことを次の世代に引き継ぐという「教育の連鎖」を通じて、

す*¹）
。あくまでも
「社中協力による運営」
を目指しています。

「対話と議論」を主体とした双方向型のプログラムを展開してい
ます。現在はコア・プログラム
（第4期）とコカ・コーラ環境教育
プログラム(第1期)という2つのプログラムが動いています。
コア・プログラムは、未来社会に貢献する先導者を育成する

*1 運営費は変更される場合があります。
お問い合わせ先

慶應義塾創立150年記念事業室内 福澤諭吉記念文明塾事務局
TEL：03-5427-1316 E-mail：fbj@info.keio.ac.jp

コア・プログラム第5期生を
2月上旬から募集します。
説明会等詳細につきましては、
http://www.fbj.keio.ac.jp/
をご参照ください。
なお、コカ・コーラ環境教育
プログラムの次の募集時期は
未定です。
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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。

WAO資格カレッジ

教育

WAO!のeラーニング講座はブロードバンド環境のもと、学びたい時に学び
たい場所が教室になる、合格のためのパーソナルスクールです。コンテンツ
は、図形や地図、グラフなどをアニメーションで表示。動画を用いる事で、
立体的で解りやすく設計しています。また、カリキュラム自体がeラーニング

「keiocard」
（入力時は
「」
は不要）
と入力し
「確定」ボ
タンをクリック。

で学ぶために設計され、解説に要する時間の短縮を実現。効率的なインプ
ット学習ができ、必要科目を効果的にマスターする事ができます。また、全
ての講座で
「お試し受講」ができるので、納得・安心して学習を開始できます。

その場で該当講座の40％
OFF優待価格が反映される。

優待内容
◆慶應カードでの決済で、全ての講座の6ヵ月コースが40％割引
（正式申込手続をWebサイトから行う際、キャンペーンコード「keiocard」
を入力してください。キャンペーンコードの記入が無いと優待価格とはな
りませんのでご注意ください。）

[所在地] 東京都渋谷区渋谷1-8-1 第3西青山ビル2階
[電話] 0120-80-4959
[営業時間] 10:00〜17:00
[定休日] 土曜日・日曜日・祝日

［対象講座］
◦日商簿記対策講座（3級）◦秘書検定対策講座（2級／3級）◦ビジネス著
作権検定対策講座
（上級／初級）◦中国語トレーニング講座◦TOEIC
（R)テ
スト対策トレーニング講座◦小宮一慶の経営講座

㈱LapinCreate

LUHUR SPA（ルフールスパ）

専門店

[URL] http://www.e-wao.com/shikaku/

㈱LapinCreate

LONCATLONCAT（ロンチャットロンチャット）

日本にいながらバリ島のサロンにいるような

バリ島のかわいい物がここで見つかるという

感覚を持って頂きたいとアロマオイルやホッ

コンセプトでお洋服や小物、定番の木彫り猫

トストーン等全てバリ島から直輸入で取り寄

やカエル、癒される小物からシルバーアクセ

せております。ゆったりとお過ごし頂けるよ

サリーやガムランボール等高価なアクセサリ

うに完全個室で担当セラピストがお出迎え

ーや貝や木・ビーズを使用した日常向きのア

からお見送りまで丁寧に接客させて頂きます。

クセサリーまで多数ご用意しております。

優待内容

お会計時の慶應カード提示で
全メニュー料金から3,000円割引

[所在地] 東京都江東区森下1‐5‐7 LapinCreateビル3・4階
都営新宿線・大江戸線の森下駅A7出口を出て右へ10m
[電話] 03-3631-8223
[営業時間] 11:00〜20:00
（最終受付19:00） [定休日] 月曜日・祝日
[URL] http://www.lapin-create.com/LUHUR.html

優待内容

お会計時の慶應カード
提示で20％割引

[所在地] 東京都江東区森下1‐5‐7 LapinCreateビル
都営新宿線・大江戸線の森下駅A7出口を出て右へ10m
[電話] 03-3631-8223
[営業時間] 10:30〜19:00

[定休日] 月曜日・祝日

［URL］http://www.lapin-create.com/LONCAT.html

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

宿泊＆
レジャー

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道初の本格的洋式ホテル「札幌グランド
ホテル」をはじめとしたシティホテル、ビジネスホテルチェーンのホテルコムズ、温
泉旅館、水族館の鴨川シーワールド、苫小牧ゴルフリゾート72、サービスエリアな
ど全国約30ヶ所に渡って、ホスピタリティ事業を運営しています。長年培ってき
たホテル・旅館運営ノウハウを活かし、運営受託事業や、ホテルオリジナル商品、
北海道産の食材やスイーツの販売も行っています。学生旅行やサークルの合宿、
レクリエーション、ビジネスでの出張など目的に合わせて幅広くご利用頂けます。

優待内容

黒部観光ホテル 慶應カード会員様期間限定特別プラン

◆慶應カード提示の場合
宿泊施設・水族館10％割引
（一部、期間限定で30％割引）

信州の広大な自然を満喫できる黒部観光ホテルの宿泊に、最長5,000m、
22本の多彩なコースとエリア最大級のナイターゲレンデに加えキッズパー
クもある鹿島槍スキー場リフト券がついたお得なプランです。

※GW、夏休み、年末年始を除く。※割引商品との併用はできません。
※サービスエリアは、お食事の際、ドリンクをサービス。ゴルフ場は、特別料金。
※ご予約時、会員である旨お申し出のうえ、ご利用時にカードを提示下さい。

◆WEB予約 ※短縮URLサービスを利用しています。
http://kae.me/GRANVISTA ※ID：keio pass：granvista でログイン下さい。
特別宿泊プランをベストプライス予約！
※同日・同条件のプラン比較による。※限定、特割、早割などの特別プランは除く。
※日ごとの室数状況に合わせて、料金は変動します。※繁忙期など、一部割引除外期間あり
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専門店

2011年3月31日まで
（12/29～1/3を除く）
料金：4名1室 平日8,000円 休前日10,500円

※1名減ごとに500円プラス、要問合せ
（朝夕バイキング、鹿島槍スキー場1日リフト券、消費税・サービス料込）

ご予約・お問合せ：電話0261-22-1520

（お電話でご予約の際、会員である旨お申し出の上、チェックイン時にカードを提示下さい）

[本社所在地] 東京都中央区新川1-26-9
[電話] 03-3297-8611 ［URL］http://www.granvista.co.jp/

慶應カード協力店の検索は • • • http://www.keiocard.com/search/

ひたち野

飲食

奥飛騨白川郷の築二百年の古民家三軒を筑波山の風返峠に移築した
「ひたち野」は、黒毛和牛の最高級ブランド『常陸牛』専門レストランで
す。常陸牛はほどよい霜降りと、柔らかく味わい深い旨味が魅力で松
阪牛、神戸牛に引けをとらぬ一品です。肉本来の旨味を最大限に味わ
って頂くため塩・こしょう、或いは控えめの特製たれでご賞味頂きます。
風情のある外観、囲炉裏のある高い天井の玄関ホールに欅の柱、鴨居
や松の梁など落ち着いた非日常の癒し空間で、くつろぎながら常陸牛
本来の味わいを存分にご堪能下さい。

優待内容
◆会計時、慶應カードの提示で5％割引

[所在地] 茨城県つくば市筑波山風返峠
[電話] 0
 29-866-1221
[営業時間] 10:30〜20:30
（ラストオーダー 19:30）
＊ディナー
（17:00〜）要予約
[定休日] 無休
[URL] http://www.hitachino.com/

日本料理

き ち ょ う

日本橋 喜長

飲食

JR新日本橋駅より1分・銀座線三越前・神田駅より3～4分と便利な場所に
ある日本料理店。16席の小さな店内にで、寛ぎのひと時と＂だし汁を大切
に＂を基本に喜長でしか味わえないバラエティ豊かな料理・オホーツクから
直送の鮮魚をお楽しみ頂けます。
＊おまかせコース料理：先付～デザート
（12品程度）4,000円 詳細はお電話にて承ります。
＊土曜日に限りフリードリンク付コース：4,650円
＊瓶、缶を除くアルコール類のお持ち込み自由
（但しお一人様500円のサービス料を頂きます）

優待内容
◆会計時、慶應カードの提示で5％割引
※現金でお支払下さい。
※貸切・特別献立・6名様以上の団体ではご
利用頂けません。

[所在地] 東
 京都中央区日本橋本町4-2-1
中島ビル1階
[電話] 0
 3-5202-6005
[営業時間] 18：00～23：00
（ラストオーダー 21：00）
[定休日] 日曜日・祝日
（土曜日は前日迄にご予約下さい）
[URL] http://www.akayane.net/kicho.htm
「日本橋 喜長」で検索して下さい。

KAHALA

飲食

KAHALAは横浜・港北ニュータウンのノースポート・モールにあるレス
トランで、本格派グルメバーガーやディナー、お酒が楽しめます。オー
プンテラスにはキッズスペース、店内の一部には愛犬連れのお客様用
スペースがありますので、お子様や愛犬と一緒にランチやディナーを
楽しめます。また、ライブ演奏やフラショーなどハワイに関連したイ
ベントも随時行っており、10名〜100名様までの貸切パーティも開催
できますので忘新年会等にもご利用下さい。

優待内容
◆会計時、慶應カードの提示で10％割引
[所在地] 神
 奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1
Northport Mall
（ノースポート・モール）1階
[電話] 0
 45-532-4001
[営業時間] 11:00〜24:00
（ラストオーダー 23:30）
[定休日] 不定休
[URL] http://www.fitjapan.co.jp/
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慶應カード協力店の検索は • • • http://www.keiocard.com/search/
認定補聴器専門店

補聴器センターヨコハマ

専門店

聴こえは十人十色。補聴器はきこえの程度や使用目的、操作性など
をよく相談することが大切です。横浜馬車道にある
「補聴器センタ
ーヨコハマ」では、補聴器のプロである認定補聴器技能者が皆様の
「聞こえ」をサポートします。
横浜市
「濱ともカード」にも協賛しています
（5％相当割引サービス）。

優待内容
◆補聴器や電池等購入者に
「感謝カード」
（ポイント制）を進呈
◆5％相当割引
※
「濱ともカード」との割引併用不可。

[所在地] 神奈川県横浜市中区太田町4-49
[電話] 045-651-4133

NGS横濱馬車道7階

[営業時間] 10：00〜18：00
[定休日] 日曜日

名刺印刷 SuperPrint（スーパープリント）

専門店

名刺100枚、日本最安値保証！ データ入稿での、オフセット印刷名刺のネット通販です。
片面モノクロ900円～、両面フルカラー1500円、すべて送料・消費税込み価格です。
29種類の用紙と9種類の加工オプション満載の、無料サンプルをぜひお申し込みください。
慶應カードご利用の皆様にピッタリな、
「特殊名刺」と
「最高級名刺」シリーズは必見です。
◦SuperPrint特徴◦
1.圧倒的低価格

2.高い印刷品質

4.完全データ入稿

3.豊富な用紙と加工

5.納期は1週間〜

優待内容
◆会員登録時に下記コード入力で、
全商品10％OFFの特別会員に。
優待コード：45833543
※クレジットカード決済には対応しておりません。

［所在地］横 浜市中区石川町3-104-2 3階
※オンラインショップです。
［お問い合せ］info@super-print.jp
［電話］0120-965-054
（平日10：00～17：00）
［URL］http://www.superprint.jp/
「スーパープリント」で検索して下さい。

有料自習室

天神シティライブラリー

教育

＂天神でゆっくり勉強できる場所＂を探しているなら
「天神シティライブラリー」へ！
利便性抜群で静かで快適、図書館と自習室が融合した都市型ライブラリーです。新聞
各紙、雑誌、書籍も豊富に揃うほか、高速無線LANも完備で、パソコンの持込みもOK。
受験や資格取得等、皆様の目的にあわせてご利用下さい。平日は午後11時まで営業。

優待内容

休憩サロン

◆定期パスをご購入のお客様は慶應カード
提示で消費税部分を割引優待
（優待例）
1ヶ月パス：15,750円→15,000円
1ヶ月パス
（学割）
：14,700円→14,000円
＊慶應カード会員本人を含め、配偶者と子弟まで優待可。

［所在地］福岡県福岡市中央区天神2-13-18
天神ホワイトビル7階
［電話］092-406-0381
[営業時間] 営業時間：10:00〜23:00
＊土・日・祝日は10:00〜18:00
［定休日］第2、第4日曜日
[URL] http://www.academic-invention.com/
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館内

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。

コンサート・エンターテイメント・展覧会のチケット取扱開始!

最新情報はWebサイト・メールマガジンで!

読売日本交響楽団

ダイアログ・
イン・ザ・ダーク

Bunkamura
ザ・ミュージアム

1962年の創立以来、ストコフスキー、メー

ドイツ発、世界25ヶ国600万人以上を動員、

1989年に誕生したBunkamuraはコンサー

タをはじめとした世界的巨匠を指揮台に

日本でも既に約6万人が体験した暗闇のエ

トホール、劇場、美術館、映画館にカフェ

招くとともに、内田光子、ヨーヨー・マ、五

ンターテイメント。完全に光を遮断した空

やショップも併設している日本初の大型

嶋みどりら世界の名だたるソリストと共演

間の中で、暗闇のエキスパートであるアテ

複合文化施設で、新しい文化の発信基地

を重ねており、現在、サントリーホールでの

ンド
（視覚障害者）のサポートのもと、中を

として常に注目を集めており、年間280万

年間11回の定期演奏会を軸に、最先端の

探検し、様々な感覚の可能性と心地よさに

人が訪れています。Bunkamuraザ・ミュー

プログラムから聴きやすい名曲まで、充実

気づきます。日常生活では忘れがちなコ

ジアムでは国内外の著名な美術館のコレ

した内容のコンサートをお贈りしています。

ミュニケーションの大切さ、人のあたたか

クションやアーティストの作品の企画展を

さを思い出してください。

年に5-6回開催しています。

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。

チケットのお申込には
会員登録が必要です。

オンラインショップトップページ

メールマガジンの配信登録

http://www.keiocard.com/shop/

塾員会員の方 ▼

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がなくな

携帯サイト

ります。また、登録時と決済時に

http://www.keiocard.com/

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。

1／31
（月）
締切

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。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
暗闇体験

1／31
（月）
締切

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

http://www.keiocard.com/smag/
・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。

モネとジヴェルニーの
画家たち

4／30
（土）
締切

フェルメール《地理学者》
と
オランダ・フランドル絵画展

DIDは、まっくらやみのエンターテイメン
ト。参加者は完全に光を遮断した空間
の中へ、何人かとグループを組んで入り、
暗闇のエキスパートであるアテンド（視
覚障害者）のサポートのもと、様々なシ
ーンを体験します。その過程で視覚以
外の様々な感覚の可能性と心地よさに
気づき、そしてコミュニケーションの大
切さ、人のあたたかさを思い出します。

印象派の巨匠モネが 晩年に住んだ
ジヴェルニーは芸術家のコロニーと
なりました。常に斬新なものを求め
たアメリカ人画家たちの創作活動は、
アメリカ印象派誕生の軌跡でもあり
ました。モネの作品に加え、日本で
殆ど紹介されることのなかったアメ クロード・モネ
リカ人画家の油彩、約75点が出品さ ≪睡蓮≫1897-1898年
油彩・キャンヴァス 個人蔵
れます。

渋谷区神宮前2-8-2レーサムビルB1（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前）
◆1/7日
（金）～1/31日
（月）
「新春・

イン・ザ・ダーク」
ダイアログの新しい年。今年はどんな年にしたいですか？
◆2/1
（火）～2/14
（月）
「ダイアログのバレンタイン」

恋する人も、恋したい人も応援！
価格：1名 5,000円▶ 4,300円

日程：2 010年12月7日
（火）
～2011年2月17日
（木）
10:00-19:00（1月1日
（土）
のみ休館）
（12/31を除く、金・土は21:00まで。入館は閉館の30分前まで）
会場：Bunkamuraザ・ミュージアム
価格：一 般 1,400円▶ 1,200円
高校・大学生 1,000円▶ 800円
小中学生 700円▶ 500円

日程：2 011年3月3日
（木）
～
5月22日
（日）
10:00-19:00
（金・土は21：00まで。
ヨハネス・フェルメール
入館は閉館の30分前まで）
≪地理学者≫1669年
会場：Bunkamuraザ・ミュージアム
油彩・キャンヴァス
価格：一 般 1,500円▶ 1,300円
シュテーデル美術館所蔵
高校・大学生 1,000円▶ 800円
小中学生 700円▶ 500円

障害者手帳のご提示で割引料金あり
（当日会場窓口でお求めください）。

障害者手帳のご提示で割引料金あり
（当日会場窓口でお求めください）
。

◦注意事項＊お申込後、ご希望の日時を会員様ご本人よりお電話にてご予約いただきます。なお、
手続方法詳細は、慶應カード事務局より送付する書類もしくはWebサイトにてご確認下さい。

2／20
（日）
締切

読売日本交響楽団
3月サントリー定期演奏会

ヨーロッパ室内管のコンサート・マスターで
あったコルステン氏の自信みなぎる選曲は、
春の忘れ難いライブとなることでしょう。

1／10
（月）
締切

東京フィルハーモニー交響楽団
「2月定期演奏会」

オランダ・フランドル絵画コレク
ションで有名なドイツ・フランク
フルトのシュテーデル美術館の
名作95点が勢ぞろい。
フェルメールの傑作「地理学者」
が東京初上陸します。
開催期間中無休

2／25
（金）
締切

ミュージカル
「おもひでぽろぽろ」

多彩な楽器がステージに登場しコンサー
トを聴くだけではなく見ることでも楽しめ
る、バレエ音楽「ペトルーシュカ」
。ドヴォ
ルザークの名曲、チェロ協奏曲を演奏する
のは、アレクサンドル・クニャーゼフ。チェ
ロが鳴り始めただけで耳がくぎ付けになっ
てしまう、感動必至のコンサートです。

ジブリ作品初の舞台化！今の自分
に物足りなさを感じているOL・タ
エ子は、山形の親戚の家で10日間
の休暇を過ごす。蘇ってくる小 学
校5年生の自分…過去を乗り越え
自分らしい生き方を見つけていく
姿を、映画の美しい世界観と共に
お届けします。

日程：3月14日
（月）19：00
指揮：ジェラール・コルステン
曲目：モ
 ーツァルト／交響曲第41番「ジュピター」
R.シュトラウス／交響詩「英雄の生涯」
会場：サントリーホール
価格：A席 8,000円▶ 6,800円

日程：2月13日
（日）
15：00
演奏予定曲：ドヴォルザーク／チェロ協奏曲、
ストラヴィンスキー／バレエ音楽「ペトルーシュカ」
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：S 席 7,500円▶ 6,400円
A席 6,000円▶ 5,100円
出演：指揮／ウラディーミル・フェドセーエフ
チェロ／アレクサンドル・クニャーゼフ

◦注意事項＊未就学児入場不可

◦注意事項＊未就学児入場不可

日程：4月17日
（日）
13：00
4月22日
（金）
18：30
4月23日
（土）
13：00
会場：天王洲銀河劇場
価格：全席指定 8,500円
▶ 7,400円
出演：朝 海ひかる、杜けあき、
三重野葵 ほか

画/男鹿和雄

「おもひでぽろぽろ」©1991岡本螢・刀根夕子・GNH

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

塾生
（学生）
会員の方もお申込みいただけます。

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。
1／10
（月）
締切

明治座

梅沢武生劇団・梅沢富美男
特別公演

梅沢 劇団がさらにパワー
アップします！
お芝居には特別出演とし
て中村玉緒が初出演！
前回に引き続き瀬川瑛子
もゲストとして登場します。

日程：2月12日
（土）16：00
2月13日
（日）11：00
会場：明治座
価格：A席 10,500円▶ 9,450円
出演：梅沢武生劇団、梅沢富美男
ゲスト 瀬川瑛子
特別出演 中村玉緒

2／28
（火）
締切

帝国劇場
「レ・ミゼラブル」

帝劇100周年スペシャルキャストで
お贈りします。母から子 供たちへ、
娘から父へ、
あなたの伝えたい愛を、
この作品を通して実感して下さい。
今までのオリジナル版「レ・ミゼラブ
ル」を見られるのは、今回の公演が
最後です。
日程：4月16日
（土）12：00
4月24日
（日）13：00
会場：帝国劇場
価格：S席 13,500円▶ 13,200円
帝国劇場100周年スペシャルプラン（お土産付）
出演：4
 月16日 別所哲也、岡幸二郎、ジェニファー、和音美桜、
中山エミリ、原田優一、駒田一、森公美子、上原理生ほか
4月24日 山口祐一郎、岡幸二郎、ジェニファー、知念里奈、
中山エミリ、山崎育三郎、三波豊和、森公美子、上原理生ほか

2／5

（土）
締切

ミュージカル
「マルグリット」

「レ・ミゼラブル」
「ミス・サイゴン」
を手掛けたミュージカル界のメガ
ヒットコンビが描く、時代に翻弄さ
れる愛の物語。主演のマルグリッ
ト役に藤原紀香。その若き恋人ア
ルマン役に田代万里生。二人の愛
を引き裂くナチス将軍・オットー役
を西城秀樹が演じます。
日程：3月17日
（木）14：00
3月19日
（土）17：30
3月24日
（木）19：00
3月27日
（日）12：30
会場：赤坂ACTシアター
価格：S席 12,800円▶ 11,500円
出演：藤原紀香、田代万里生、西城秀樹、
山崎祐太、松原剛志、飯野めぐみ／横内正
◦注意事項＊未就学児入場不可

1／31
（月）
締切
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2／28
（火）
締切

明治座
早乙女太一公演

芝居で演じる鮮烈な青年像ショー
では一転して妖艶華麗な女形早乙
女太一の魅力をその目で確かめて
ください。

日程：4月9日
（土）
16：00
4月10日
（日）
11：00
会場：明治座
価格：A席 10,500円▶ 9,450円
出演：早乙女太一

1／15
（土）
締切

松竹
「二月花形歌舞伎」

○昼の部「於染久松色読販（おそめ
ひさまつうきなのよみうり）～お染
の七役～」 ４代目鶴屋南北の作品
で、油屋の娘お染と丁稚の久松の恋
を巡る物語です。通称に「お染の七
役」とあるように、お染を演じる市
川亀治郎が、早変わりで七役を演じ
ます。
○夜の部「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」 近松門左衛門の
作品。実際に起こった事件を題材にしたといわれています。放蕩の限りを
尽くしたあげく衝動的に殺人を犯した油商河内屋与兵衛を主人公にした物
語。油まみれになりながらのお吉殺害の場面はこの物語の見どころです。
日程：2月18日
（金）
18:30 2月19日
（土）
16:30
2月20日
（日）
12:30 2月24日
（木）
12:30
会場：ルテアトル銀座
価格：一等席 13,500円▶ 9,800円
出演：市川染五郎、市川亀治郎 ほか

1／31
（月）
締切

ミュージカル

「ヨセフ・アンド・ザ・アメージング・
テクニカラー・ドリームコート」

「キャッツ」
「オペラ座の
怪人」
を生みだしたアンド
リュー・ロイド＝ウェー
バーのデビュー作、遂に
上陸！天才作曲家の栄光
はここから始まった!!
日程：3月6日
（日）
13：00
3月8日
（火）
14：00
3月11日
（金）
18：30
3月12日
（土）
17：30
会場：東京国際フォーラム ホールC
価格：S席 一般 12.000円▶ 10,800円
S席 18歳以下 9,800円▶ 8,800円
出演：アンソニー・フェデラー他
◦注意事項＊3 歳以上はチケット必要。
2歳以下は保護者ひざ上に限り無料。＊英語上演＊字幕付

2／10
（木）
締切

こまつ座 井上ひさし追悼ファイナル
こまつ座第九十三回公演
「日本人のへそ」

東北から集団就職で上京した田舎娘
がストリッパーに転落か･･････、いや
いや、男を手玉に取って天下に成り上
がる。喜劇、ミュージカル、日本語、推
理劇、そして息をつかせぬどんでん返
しの連続と井上ひさしの魅力満載！
栗山民也の巧みな演出に小曽根真に
よる新作曲で、満を持しての公演決定!!
日程：3月16日
（水）
18：30／3月18日
（金）
18：30
3月19日
（土）
18：30／3月23日
（水）
18：30
3月25日
（金）
18：30／3月26日
（土）
18：30
会場：渋谷・シアターコクーン
価格：S席 8,400円▶ 7,200円
出演：石丸幹二、笹本玲奈、辻萬長、植本潤、吉村直、古川龍太、
久保酎吉、明星真由美、今泉由香、高畑こと美、町田マリー、
たかお鷹、山崎一、小曽根真、

1／30
（日）
締切

国立能楽堂
「3月定例公演」

狂言「察化」
（大蔵流） 主人は都の伯父に連歌の宗匠（師匠）
を頼もうと、太郎冠者を迎えにやります。冠者は伯父の顔も家も知らず
大声で探し歩くので、都の察化という悪者が伯父になりすまします。冠
者が察化を伴って帰ると主人は人違いをわび、穏当に察化を都に帰そ
うとします。冠者は察化との応対で失言を繰り返し、見かねた主人は自

国立能楽堂提供

分の言いつけ通り行動するように命じます。冠者は主人の物まねをすれば良いと勘違いし、察化
を打ち叩くので座敷は混乱してしまいます。愚かさを通り越した冠者のナンセンスな言動が見もの。

能「桜川」
（観世流） 日向に住む桜子の母のもとに人買の男が尋ねてきます。母の貧窮を

見かねた桜子が身売りをしたので、その代金と書置の文を届けに来たのでした…。一方常陸の桜川
では花が満開で近くの寺の住職が弟子の少年を連れて花見にきます。そこへ掬い網をもった狂女
が現れ、物狂いの態を見せ、水面に散り掛かる花びらを掬い桜は我が子の名といって落花を惜しみ
ます。やがて僧に連れられてきた少年が我が子と知った狂女は連れ立って故郷に帰っていきます。
親子の再会をテーマにした典型的な狂女物。掬い網をもって舞う「網ノ段」は最高の型どころ。

日程：3月18日
（金）
18：30
会場：国立能楽堂
価格：正面 4,800円▶ 4,600円
出演：
（狂言）
茂山忠三郎 ほか （能）
梅若万三郎

1／10
（月）
締切

ほか

新国立劇場
「焼肉ドラゴン」

2008年に東 京とソウル
で上演され、圧倒的な評
判を呼んだ話題作が、待
望の再演。
大阪万博前後、関西で焼
肉屋を営む在日コリアン
の家族に巻き起こる騒動
や事件が、おかしく、そし
て切なく描かれます。
日程：2月12日
（土）
18：30
2月13日
（日）
13：00
会場：新国立劇場小劇場
価格：A席 5,250円▶ 4,800円
出演：千葉哲也、粟田麗、占部房子、若松力、笑福亭銀瓶、
朱源実、水野あや、山田貴之、朴勝哲、申哲振、朴帥泳、
金文植、高秀喜、朱仁英

2／28

「マンマ・ミーア！」

（月）
締切

「美女と野獣」

世界中で話題沸騰！！！
大ヒットロングラン上演中のABBA
ミュージカル『マンマ・ミーア！』が
ついに東京・凱旋公演へ
この結婚は観る人まで幸せにする。
あなたもきっと共感する、母と娘の
物語。

華麗な舞台、想像を超える
イリュージョン。
夢のような驚きと感動があ
なたを待っています。

日程：3月5日
（土）17：30
3月6日
（日）13：00
3月12日
（土）13：00
会場：電通四季劇場
〔海〕
価格：S席 9,800円
慶應カード特典：ドリンクチケット

日程：4月23日
（土）
18：00
4月27日
（水）
18：30
5月15日
（日）
13：30
5月21日
（土）
13：00
会場：四季劇場
〔夏〕
価格：S席 9,800円
慶應カード特典：ドリンクチケット
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東京・丸ビルにて
18：30〜20：30好評開催中!!
https://www.sekigaku.net/
経営者、研究者、ジャーナリスト、
アスリートなど著名人による25講演
主催：慶應丸の内シティキャンパス
（慶應MCC）

お申込日

年

月

日

FA X：
（ 03 ）3457-9633 慶 應 カード 事 務 局 行

観 賞ご 優 待 チ ケット 申 込 書

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
月
月
月
月
月

日
日
日
日
日

慶應カード価格
：

〜

：

〜

：

〜

：

〜

：

〜

①

枚

数

②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

枚
②

円／枚
①

枚
②

円／枚

枚

発送手数料

小

③

①×②＋③

③

①×②＋③

③

①×②＋③

③

①×②＋③

③

①×②＋③

400 円
400 円
400 円
400 円
400 円

＊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。

合

計

枚

数

計
円
円
円
円
円
円

3.ご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
公演名

開催期間

シュテーデル美術館所蔵
フェルメール≪地理学者≫と
オランダ・フランドル絵画展

慶應カード価格

2011年
3月3日
（木）～ 5月22日
（日）
2010年12月7日
（火）～
2011年2月17日
（木）

モネとジヴェルニーの画家たち
ダイアログ・イン・ザ・ダーク
新春・イン・ザ・ダーク
ダイアログのバレンタイン

2011年1月7日
（金）～ 2011年1月31日
（月）
2011年2月1日
（火）～ 2011年2月14日
（月）

①シュテーデル：一般1,500円

②

①モネ：一般1,400円

②

① 共通：高校・大学生1,000円

②

① 共通：小中学生700円

②

① 共通：5,000円

②

→1,300 円／枚

→1,200 円／枚
→800 円／枚

→500 円／枚

計

枚

円
①×②

枚

円
①×②

枚

円
①×②

枚

円
①×②

→4,300 円／名

＊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

小
①×②

名

円

200 円

上記+200 円

合

計

円

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
□JCB
□UFJ

カード会社
カード番号

□三井住友
□NICOS

□UC
□Diners

□DC
□AMEX
□OMC

塾員・教職員カード

※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

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

※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/
冬期休業 2010年12月28日
（火）〜2011年1月5日
（水）

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。
■ FAXでお申込いただいた方には、受信後5日以内に受信確認の連絡をさせていただ
きます。万一、受信確認の連絡がなかった場合にはお申込受付をしていない可能性
がありますので、必ず慶應カード事務局までご連絡ください。なお、冬期休業中の
受付分は1月6日
（木）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。
■お申込後のキャンセル・変更はお受けできません。
■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。
■ダイアログ・イン・ザ・ダーク ■「新春・イン・ザ・ダーク」
「ダイアログのバレンタイン」終
了後、テーマは変わりますがチケットは有効です。上記2公演に参加されない場合に
は開催テーマと日時をwebサイトでご確認のうえ、ご予約下さい。なお、未使用チケッ
トの払い戻しはいたしません。
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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
『福澤諭吉事典』

1名様に

プレゼント

近代日本の先導者として、独立自尊の大道を
歩んだ福澤諭吉の全身像が、その生涯・著作・
言葉・師弟・交友・家族・日常生活・旅行など
の多彩な切り口から生きいきと甦る一冊です。

唐代の宮廷で愛飲された
蘭の古典茶
「玉蘭帝王香」

1名様に

プレゼント

慶應カード協力店で有機中国茶の専門店
しんふぁ
馨 華では、上品な薫りの霊薬として唐代の
宮廷で愛飲されるも、手間がかかることか
ら廃れた、蘭を使った古典茶を中国の人間
国宝・国家級茶技師の協力のもとに3年の
月日をかけて再現し、高円宮久子親王妃殿
下の宴席にて献上しました。

慶應義塾体育会アメリカンフットボール部
試合にご招待

応募方法

往復はがきにてご応募ください。

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

官製はがきにてご応募ください。

〒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） 慶應カード読者プレゼント
ワグネル・ソサィエティー係／アメリカンフットボール部

応募先

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

応募締切

20 組
40 名様

5月～6月の土曜日または日曜日に開催予定
の試合に抽選で20組40名様をご招待いたし
ます。試合日時・場所の詳細は3月1日以降に、
webサイトかお電話でご確認ください。

提供：有限会社馨華

応募先

20 組
40 名様

2月に開催予定の定期演奏会に抽選で
20組40名様をご招待いたします。

第203回定期演奏会
2011年2月27日
（日）
13:20開場 14:00開演 サントリーホール大ホール
指揮：大河内 雅彦
曲目：ベルリオーズ／序曲
「海賊」 ブルックナー／序曲ト短調
R.シュトラウス／交響詩
「ドン・ファン」
「ばらの騎士」
組曲

提供：慶應義塾創立150年記念事業室

応募方法

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
（2月）にご招待

〒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

ワグネル・ソサィエティー…2011年1月31日
（月）
（必着）

応募締切 2月10日頃の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。
・
（火）〜3月31日
（木）
（必着）
当選発表 アメリカンフットボール…2011年3月1日
4月10日頃の返信はがきの発送をもって発表に代えさせていただきます。

2011年1月31日
（月）
（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。

●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。

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42都道府県・213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 ③FAX03-5427-1546
④郵送〒108-8345東京都港区三田2-15-45

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
8

B 各カード発行会社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
0120-074-024

ダイナーズクラブ コールセンター

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

お待たせしました。慶應カードニュースVol.24をお届けいたします。南校舎建て替えな
どまだまだ続く創立150年記念事業、9軒の新規協力店のご紹介を中心にお届けしまし
た。皆様の生活の様々なシーンでお役に立てるよう事務局一同がんばりますので、より
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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

JCBインフォメーションセンター

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。

一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

（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

慶應カードニュース
2010年12月20日 発行
発行人／茂木愛一郎
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

