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気軽に始められる
「学び」
のすすめ
来年こそは、なにか新しいことをやってみたい、と思っている方も多いと思います。慶應義塾には、広く一般に門戸を開いている
外国語学校や、社会人教育機関の慶應丸の内シティキャンパス
（慶應MCC）など、さまざまな学びの場があります。今回の慶應カ
ードニュースでは2013年1月から気軽にはじめられる
「学び」をご紹介します。

慶應丸の内シティキャンパス
（慶應MCC）
慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）は、2001年より東京・丸ビルで

さを分かり易く解説する講演、直木賞作家の角田光代さんとプロデューサ

『夕学五十講』
（せきがくごじゅっこう）という講演会を定期的に開催してい

ーのおちまさとさんが対談形式で小説とその魅力について語る講演など

ます。
「時代の“潮流と深層”を読み解く」というコンセプトのもと、研究
者や企業経営者をはじめ、文化人、ジャーナリスト等、幅広い分野から
第一線で活躍する方々を講師に招き、これまでに延べ550名を超える講師
が登壇してきました。

が予定されています。
受講料は一講演5,250円（慶應カード特典は左下参照）で、インターネッ
トもしくはFAXにてお申し込みが可能です。
一部の講演は東京以外の地区でも映像で受講することができ、例えば

現在開催中の2012年度後期講演では、㈱タニタ総合研究所代表取締

慶應大阪リバーサイドキャンパス「夕学講座」では2013年1月に4講演のリ

役所長の谷田大輔さんが話題の「タニタ食堂」誕生にかかわる話などを

アルタイム受講が可能です。
（お問い合せ：KORC事務局TEL：06-6450-

披露する講演、慶應義塾大学大学院経営管理研究科ビジネス・スクール

1030）

の山根節教授が企業の利益ランキングから経営状況を読み解くおもしろ

『夕学五十講』
お問い合せ先：
『夕学五十講』事務局
TEL：03-5220-3128 FAX：03-5220-3129
https://www.sekigaku.net/

慶應カード

10%

特典

OFF

慶應カード特典：参加費 10％割引（慶應カード会員の方が個人で支払
われる場合に限ります）

猪瀬直樹さん（2012年10月）

浅野温子さん（2012年4月）

慶應義塾外国語学校
慶應義塾と外国語の結びつきはとても深いものです。1853年に蘭学塾

合ったレベルの講座を単発で受講することも、期ごとにレベルを上げる積

として発足した慶應義塾ですが、福澤先生は英語の重要性を実感し、

み重ね方式で体系的に学ぶこともでき、確かな語学力を身に付けることが

5年後には英学塾に転向させています。以後、現在に至るまで慶應義塾

できます。慶應義塾大学教授をはじめ、全体の半数を超える各国からの

は外国語に対する研究と教育に大きな力を注いできました。

ネイティブ講師など、語学教育の実績と経験豊富な講師陣130名を揃え、

外国語学校は、1942年（昭和17年）に設立され、塾内だけではなく、

より効果的に語学が習得できるよう、日本語と原語によるそれぞれの講座

広く一般学生・社会人の方にも門戸を開いています。18：30 ～ 20：00の

をバランスよく設置しています。また、授業は少人数で行われるので、講

夜間を中心に、三田と日吉の大学キャンパスを使い、12か国語13語学科、

義を「聴く」だけではなく実際に使う機会が多いのも特徴といえるでしょう。

延べ約150を超える講座を開講しています。

グローバル化する世界において、英語は必須言語と言えるでしょうが

各語学科とも基礎から上級までレベル分けをしていますので、自分に

様々な国の人たちと接する機会が増えてくる中で、それ以外の言語を身に

開講語学：英語・英会話・ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語・
ロシア語・イタリア語・インドネシア語・アラビア語・朝鮮語・ベトナム語・タイ語

ロシア語、世界経済に大きな影響を与える中東の産油国などを中心として

つけたいというニーズもあります。ヨーロッパ諸国の言語をはじめ、中国語、
使われているアラビア語、また経済成長と共に存在感を増しつつある東
南アジアのインドネシア語、ベトナム語、タイ語を学べるというのも魅力で
お問い合せ先 ：

慶應義塾外国語学校
三田事務室 TEL：03-5427-1592
日吉事務室 TEL：045-566-1030
http://www.fls.keio.ac.jp/

はないでしょうか。
また、英語に関しては、TOEICやTOEFLの対策講座、ビジネスイン
グリッシュ講座なども開設しています。
2013年春学期は4月初旬に開講し7月下旬までの開催を予定しており、
申込みは２月下旬から受け付け開始予定です。
（詳細は2月中旬にウェブサ
イトに掲載します。
）

KEIO CARD NEWS vol.28

1

PARTNER SHOP

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。

一時保育・月極保育 ふたばクラブ（保育所・学童クラブ）

慶應カード協力店の検索は

http://www.keiocard.com/search/

麻布会（小学校受験・幼稚園受験）
教育

ふたばクラブは、2歳児から小学校6年生までのお子さんをお預
かりする保育園で、午前9時
（早朝保育8時30分～）
から午後18時

幼稚園受験、小学校受験の幼児教室です。働いているお母さんを全面的
にサポートしています。教育シッティング（ベビーシッター）も行っており、

30分まで
（～延長保育20時）
お預かりします。幼稚園・小学校の

送迎ほか、幼稚園～中学受験勉強までの補習勉強が可能です。

お迎えも行っています。

[所在地] 東京都港区東麻布1-5-6 麻布市川ビル2階
[電話] 03-6459-1211 [FAX] 03-6459-1228

ダンスや体操などの教育や様々な体験を重視し、他では受講が
難しい超一流講師陣に直接指導を受けることで、ワクワクする刺激を沢山受けて、子
どもたちは、毎日楽しく充実した日々を過ごしています。併設する幼児教室麻布会で、
小学校受験を目指すお子さんも多く、私立の小学校に進学されるお子さんが多いのも
特徴的です。ネット予約・クレジット決済により、いつでもご予約処理が可能です。

[定休日] 8月8日‐8月16日、12月29日‐1月4日、
国民の祝日、土・日曜日
[URL] http://futabaclub.com/index.html

ドッグステーション

・ふたばクラブ入会金 31,500円→15,750円
・麻布会入会金 31,500円→15,750円
・年会費無料

■ ２. ふたばクラブ、麻布会どちらでもご利用可能な3000ポイント
（3,000円相当）
付加サービス

～ワンちゃんの総合ケア施設～

■ ドッグステーション小平店
［所在地］東京都小平市学園東町436-1
［電話・FAX］042-345-6781
［営業時間］10：00〜19：00
（定休日なし）
［URL] http://www.dogstation.jp/
訓練：110113

期間：H23.8.14〜H28.8.13

動物取扱責任者：小笠原亜由美

■ ドッグステーション国分寺店

優待内容

慶應カード協力店参加記念特典 2013年1月1日〜2月28日
■ DOG SALONのご利用 初回20％割引
（何頭でもご利用いただけます）

［URL］http://www.dogstation.jp/
期間：H22.9.21〜H27.9.20

専門店
■DOG SITTING
スタッフがご自宅までお伺いする出張
ケアサービス。ご家族さまに代わっ
てワンちゃんのお世話をいたします。
■DOG SHUTTLE
ワンちゃんのための専用タクシー。
動物病院や、空港、ご旅行先などへの
移動にご利用ください。

※受付時に慶應カードご提示の上、現金でお支払い下さい。

［営業時間］10：00〜19：00
（定休日なし）
訓練：102021

■DOG SALON
ワンちゃんの性格や生活環境にあわ
せて、１頭１頭大切にグルーミングい
たします。
■DOG NURSERY
ワンちゃんのための保育園とホテル。
日中は屋内プレイルーム、朝と夕方は、
お散歩か屋外ドックランで気分転換
ができます。
■DOG KIOSK
フードはこだわりのヒューマングレー
ドをセレクト。パピー用からシニア用
まで幅広く取りそろえております。

■ DOG SALONのご利用 初回10％割引
（何頭でもご利用いただけます）

［所在地］東京都国分寺市北町3-18-1
［電話・FAX］042-323-4561

保管：102020

[URL] http://www.azabukai.com/

■ １. ふたばクラブと麻布会と同時入会によりどちらも入会金半額

「犬と人間の生活をもっと便利に、豊かに、健康に」
をテーマに、ワンちゃ
んと共に暮らす皆さまの生活を、快適にサポートいたします。

保管：110203

[定休日] 8月8日‐8月16日、12月29日‐1月4日、国民の祝日、土・日曜日

優待内容

[所在地] 東京都港区東麻布1-5-6 麻布市川ビル1階
[電話] 03-5114-0269 [FAX] 03-6459-1228
[営業時間] 8:30‐20:00

[営業時間] 8:30‐20:00

動物取扱責任者：髙木絵美

※受付時に慶應カードご提示の上、現金でお支払い下さい。

FLATTORIA （フラットリア）
飲食

フラットリアは高田馬場にあるお洒落なイタリアンレストランです。長崎直送
の鮮魚や北海道のブランド仔羊、旬の新鮮で美味しいお野菜など、食材にこだ
わった安心・安全なイタリア料理をお出ししております。また、パスタはイタリ
ア各地のご当地パスタを手打ちで作っていますので、見たこともない形のパス
タに出会えるかもしれません。喧騒から隔離された落ち着いた雰囲気の店内
で、お友達やご家族、また同僚の方々と楽しい時間を過ごしませんか？
お客様に笑顔で満足していただけるよう、美味しい食事とお酒、また可愛らし
いデザートを用意してお待ちしております。
冬の食材を味わいに、ぜひフラットリアにお越しください。
［所在地］東京都新宿区高田馬場1-25-30
［電話］03-3205-9182
［営業時間］レストラン ランチ 11：30〜15：00
		
ディナー 17：00〜23：00
洋菓子		
10：00〜21：00
［定休日］月曜日
［URL］http://www.flattoria.com/
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優待内容
■ 10％割引
※会計時に慶應カードをご提示下さい。

TICKET

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。

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下さい。
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。

オンラインショップからのチケットのお申込に
はWebサイトでの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

携帯サイト

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

http://keiocard.com/shop/

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ります。また、登録時と決済

http://www.keiocard.com/

時に慶應カードの情報が必要となりますので、

・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。

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。

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。

※2月24日
（日）は東京マラソン開催日のため、東京都内で交通規制がございます。お出かけの際はご注意ください。
1／7
（月）
締切

セブンフィンガーズ
「LOFT」

シルク・ドゥ・ソレイユ出身の7人、セブンフィ
ンガーズが首都圏初上陸！！
アートシルクと呼ばれている彼らのパフォーマンスは、洗練され
た演出とダンス・スポーツ・演劇・コメディと多様な要素がひとつ
となった、旧来の曲芸にとどまらない創造性の高いストーリー性
のある作品ばかり。
今回は、彼らの作品の中でも最も人気があり、カンパニー立ち上
げの初演作品でもある「LOFT」屋根裏部屋を舞台に、瞬きする暇
もないほどの連続技にダンス・音楽・映像をつかった圧巻の90
分！4日間だけの貴重なステージを横浜だけで開催！！
日時：２月７日
（木）19：00／２月８日
（金）
19：00／２月９日
（土）
13：00
２月９日
（土）17：00／２月10日
（日）
13：00
会場：KAAT神奈川芸術劇場ホール
価格：S席：7,000円▶ 平日・土曜17：00公演6,500円
※土日13：00公演は定価販売となります。※未就学児童入場不可

3／3
（日）
締切

ディズニー・ライブ！ ＊特別先行販売
「ミッキーのひらけ！魔法の本」

2013年、ディズニー・ライブ！
「ミッキーのひらけ！魔法の本」
。
屋根裏部屋で見つけたふしぎな本から広がる3つの物語。白雪姫、
シンデレラ、美女と野獣。ミッキーたちと一緒に歌ったり手をた
たいたり、あなたも物語の世界の一員です。永遠に語り継ぎた
い名作を、ぜひ親子で体験してください。
日時：４月５日
（金）11：30／４月５日
（金）
14：30
４月６日
（土）10：00／４月６日
（土）
13：00
４月６日
（土）16：00
４月７日
（日）10：00／４月７日
（日）
13：00
４月７日
（日）16：00
©Disney
会場：文京シビックホール・大ホール
価格：S席 5,000円 ▶ 平日・土日16時公演 4,500円
▶ 土日10時・13時公演 4,800円
※２歳以下のお子様は保護者１名につき、１名まで膝上に限り無
料。但しお席の必要な場合は有料。

1／27
（日）
締切

1／7

ボカ・ピープル

（月）
締切

「ブロードウェイ・ヨーロッパで
メガヒット！謎のスーパー・ア
カ ペラ 集 団『VOCA PEOPLE』
ついに日本初上陸！！溢れるエ
ネルギー！ほとばしる面白さ！
誰も経験した事がないオリジ
ナルのミュージック・アドベンチャー！」

松山ケンイチ初舞台 公演。
運命と闘う、
二人の蝉
（セミ）
の男女。究極の恋の物語。

日時：３月１日
（金）
19：00／３月３日
（日）
13：00
３月７日
（木）
14：00／３月９日
（土）
17：30
会場：天王洲 銀河劇場
価格：全席指定 8,000円▶ 土日祝7,600円
平日6,800円
全席指定
（18歳以下） 5,000円▶ 土日祝4,800円
		
▶ 平日4,300円

1／20
（日）
締切

遠い夏のゴッホ

エスコルタ
ESCOLTA Singing Drama 2013

日時：２月６日
（水）
19：00
２月８日
（金）
14：00
２月17日
（日）
13：00
２月23日
（土）
18：00
会場：赤坂ACTシアター
価格：S席 9,800円▶ 土日祝 9,300円
平日 8,300円
出演：松山ケンイチ／安蘭けい、石川禅、手塚とおる、福田転球、
保村大和、吉沢悠 ほか

1／14

（月・祝）
締切

かたき同志

日本のクラシカル・クロスオーバー
最高峰のハーモニー。
「エスコルタ」
ついにオーチャードホール公演決
定！！クラシック＆ポップスが奇跡
の融合！聞き惚れる美しき未体験
のアンサンブル。美しくかつ切なく、
儚い独自の世界観は一度観たら引
き込まれること間違いなし。

若い恋人の前には、気の合わない
豪放磊落な母ふたり。笑いと涙の
下町人情ものがたり！！

日時：２月24日
（日）
16：30
会場：Bunkamura オーチャードホール
価格：全席指定 6,800円▶ 6,100円
出演：エスコルタ
田代万里生
（テノール）
、吉武大地
（バリトン）
、
結城安浩
（ポップス）
※未就学児童入場不可

日時：２月17日
（日）
16：00
２月23日
（土）
12：00
２月24日
（日）
12：00
会場：明治座
価格：A席 12,000円▶ 10,800円
出演：藤山直美、三田佳子 ほか
※６歳以上有料／５歳以下のお子様入場不可

ゆくとし くるとし －茶道具と円山派の絵画－
会期：2012年12月8日
（土）
～2013年1月26日
（土）
休館日：月曜日、および12月25日～2013年1月3日、
ただし、12月24日、1月14日は開館、1月15日は休館

国宝《雪松図屏風》円山応挙筆 江戸時代・18世紀 [1/4～1/26展示]

新春は、恒例となった円山応挙の国宝《雪松図屏風》が、清々しい気分を寿ぎます。
茶道具は展示室1・2・3において国宝《志野茶碗 銘 卯花墻》並びに本阿弥光悦作の重要
文化財《黒楽茶碗 銘 雨雲》など、館蔵の名品を紹介いたします。
冬季には長い夜を楽しむ茶の湯の会「夜（よ）咄（ばな）しの茶事」が催されます。こ
の茶事は暖かさを旨として客を迎え、また昼の茶事では使われない各種の燈火のもとで
茶事が進みます。
このたび、展示室7では、今年2月に開催した「茶会への招待」で紹介した「正午の茶事」
に続き、「夜咄しの茶事」の趣向で茶道具類を取り合わせます。光溢れている今日では
日常にほとんど使われなくなった茶の湯の燈火具も併せて展示いたします。
また展示室6には昌谷切手コレクションより、オリンピック切手とエリザベス女王関
係の切手を展示いたします。※会期中、一部展示替を行います。

慶應カード特典
入館料100円割引
（特別展は200円割引）

※入館券購入時に慶應カード
を呈示してください。

国宝《志野茶碗 銘 卯花墻》
桃山時代
（16～17世紀）

一般：1,000円▶ 900円
（特別展：1,200円▶ 1,000円）
大学・高校生：500円▶ 400円
（特別展：700円▶ 500円）
＊高校生以上は学生証を呈示してください。

開館時間：10：00～17：00（入館は16：30まで）

※読者プレゼントがあります。P8をご覧下さい。
東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階
電話：03-5777-8600（ハローダイヤル） URL：http://www.mitsui-museum.jp
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TICKET
3／24
（日）
締切

鑑賞ご優待チケット

（日）
締切

ベストセラー小説『しゃばけ』が、初の
舞台化決定！！虚弱体質で外出もまま
ならないが明晰な頭脳で怪事件の謎を
解く若だんなと、動けない若だんなの
手足となって探偵活動をする妖怪たち
…。妖たちが舞台を所狭しと駆け回り、
歌い、踊る……いわば、妖怪版「歌う狸
御殿」！そして、結末の『炎』は如何に…。

2／11
締切

1／7
（月）
締切

＂人間の努力は無限大だよ･･････。
＂第二
次世界大戦前夜、日本が右傾化しはじ
めた社会状況の中で、自分の哲学を貫
き通したある男の物語。時代を超えた
普遍的なテーマを、改めて今に問う！
日時：３月11日
（月）14：00
３月15日
（金）18：30
３月16日
（土）13：00
３月17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：村田雄浩、那須佐代子、石田圭祐、小田豊
古河耕史、北川響、遠山悠介、西原康彰、熊坂理恵子 ほか
※未就学児童入場不可

2／7
（木）
締切

締切

心のふるさとと呼べるあの
名 作 が 帰ってくる！テヴィ
エ・ゴールデ夫妻と5人の娘
達･･･結婚、親元からの自立
を通じて故郷とのつながり、
親子の情愛を改めて認識さ
せてくれる作品です。

日時：２月21日
（木）
13：30
２月23日
（土）
17：30／２月24日
（日）
13：00
会場：四季劇場
［秋］
価格：S席 9,800円
※ソフトドリンクチケット付き

長い墓標の列

撮影：阿部章仁

日時：３月10日
（日）
12：00／３月16日
（土）
12：00
会場：日生劇場
価格：S席 12,500円▶ 10,600円
出演：市村正親、鳳蘭 ほか

1／14

テイキング サイド

締切

事故で生き残ってしまった２人
は悲しみに打ち克つために約束
をする。
「一年後、岬で一緒に死
のう——」一年＝3150万秒と少
し、
を、
17歳の彼らが駆け抜ける！
「生きる」
意味を問い、激しく感情
をゆさぶる名作の2013年版！

日時：２月４日
（月）
19：00／２月５日
（火）
14：00
２月９日
（土）
18：00／２月10日
（日）
13：00
会場：天王洲 銀河劇場
価格：全席指定 9,000円▶ 7,600円
出演：筧利夫、福田沙紀、小島聖、小林隆、鈴木亮平、平幹二朗
※未就学児童入場不可

世界初演で２万人の感動を呼んだ
至高のファンタジー、熊川版「シン
デレラ」ふたたび！
今最も輝けるＫバレエダンサーた
ちの競演も見逃せない！

1／10
（木）
締切

日時：２月15日
（金）
19：00／２月16日
（土）
17：00
２月17日
（日）
12：00／２月22日
（金）
14：00
会場：天王洲 銀河劇場
価格：全席指定 7,800円▶ 6,600円
出演：相葉裕樹、小澤亮太、美山加恋 ほか
※４歳未満入場不可・ひざ上鑑賞不可

©木本忍

2／3

「ロックオペラ モーツァルト」

モーツァルトとサリエリ。その光と影。喝采と孤
独。嫉妬と羨望。フランスを熱狂させた衝撃の
ロックオペラ、日本初上陸！ブロードウェイの奇才、
フィリップ・マッキンリーによる新演出！！

日時＆出演：
３月６日
（水）15：00／松岡梨絵、宮尾俊太郎 ほか
３月８日
（金）14：00／佐々部佳代、橋本直樹 ほか
３月８日
（金）18：30／神戸里奈、秋元康臣
ほか
３月９日
（土）13：00／荒井祐子、遅沢佑介
ほか
会場：Bunkamura オーチャードホール
価格：S席 13,000円▶ 11,700円
※５歳以上入場可。但しお１人様につき１枚のチケットが必要です
※全ての公演に熊川哲也の出演はございません

―世界トップレベルの研究教育拠点の形成を目指して―

（日）
締切

日時：3月 6 日
（水）
19：00
©Theatre T & Cie
3月12日
（火）
19：00
3月14日
（木）
19：00
3月22日
（金）
19：00
会場：TOKYO DOME CITY HALL
価格：S席おとな 9,800円▶ 9,300円
S席こども 6,800円▶ 6,450円
※こどもは3歳から小学6年生までです。3才未満のお子様でも
座席が必要な場合にはこども券をお求め願います。

Education
国際人材 育成基金の設立
国際的な視野を持つ学生の
育成に資する活動の支援
世界に通じる人材の育成

1939年に藤原工業大学として出発した

慶應義塾ではこの事業を推進するため、
募金活動を行っております。
みなさまのご賛同、ご支援を

Innovation

慶應義塾イノベーション
ファウンダリーの設立

慶應義塾大学理工学部は、
2014年に創立75年を迎えます。

シルク・エロワーズ
「iD
（アイディー）
」

シルク・エロワーズの創設者ジャノー・
ペインショーによって制作、演出された
＂iD＂は2009年よりワールドツアーを始
動。ヨーロッパ公演を経て、現在北米
ツアー中の
＂iD＂
いよいよ日本上陸！！

日時：２月12日
（火）
13：00→☆
２月14日
（木）
13：00→●
２月15日
（金）
18：30→●
２月16日
（土）
17：00→☆
（☆ルージュVer. モーツァルト役：中川晃教、サリエリ役：
山本耕史）
（●インディゴVer. モーツァルト役：山本耕史、サリエリ
役：中川晃教）
会場：東急シアターオーブ
（渋谷ヒカリエ11階）
価格：S席 12,000円▶ 10,800円
※未就学児童入場不可

2014年、理工学部創立75年

3150万秒と、少し

（月・祝）

〜ヒトラーに翻弄された指揮者が裁かれる日〜

政治に翻弄されたドイツ最高の指 揮者、フルト
ヴェングラーの苦悩を描く、ロナルド・ハーウッド
の傑作戯曲を、行定勲が舞台化。ヒトラーに寵愛
され、天下のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
を手中に収めていたフルトヴェングラーは、戦争が
終わると一転、米国少佐により非ナチ化裁判にか
けられる。果たして彼は、ナチスに加担したのか、
それとも闘っていたのか？結末は＂テイキング サイ
ド＂、どちらに味方するかによって導かれる—

熊川哲也Ｋバレエカンパニー
「シンデレラ」

屋根の上のヴァイオリン弾き

（木）

サウンド・オブ・ミュージック

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「第三
帝国」
が成立し、召集令状を受け取っ
た反ナチス派のトラップ大佐は、愛す
る家族とスイス亡命を決意するが…。

日時：４月22日
（月）19：00／４月23日
（火）
19：00
４月27日
（土）18：00
会場：赤坂ACTシアター
価格：S席 9,000円▶ 7,600円
原作：畠中恵
（新潮社刊）
脚本・演出：鄭義信
出演：沢村一樹、麻実れい ほか

（月・祝）

2／7

1／27

しゃばけ

Fundamentals
慶應義塾基礎科学・基盤工学
インスティテュートの設立

産学連携人材育成の基盤となる
先端研究のための施設・設備整備
21世紀の産業界を牽引する人材の輩出

世界トップレベルの研究者育成の
ための先導研究拠点整備
グローバルリーダーとしての研究者の養成

お願い申し上げます。
詳しくは理工学部創立75年記念Webサイトをご覧ください。
● 世界に通じる人材の育成

http://www.75.st.keio.ac.jp/

● グローバルリーダーとしての研究者の養成

理工学部創立75年記念Webサイトでは、慶應カードをはじめとする各種ク
レジットカードを使った募金（インターネット募金）を受け付けております。

● 21世紀の産業界を牽引する人材の輩出
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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。
塾生
（学生）会員の方もお申込いただけます。

2／24
（日）
締切

日本フィルハーモニー交響楽団
第354回名曲コンサート

萩原麻未は2010年ジュネーブ国際
コンクール・ピアノ部門で日本人と
して初優勝を飾った俊英です。日
本フィルデビューとなる本公演で
は、グリーグのピアノ協奏曲をご披
露いただきます。若き才能と日本
フィルの協演をお楽しみください。

特別公演
狂言
「花盗人」
能
「草子洗小町」

1／30 国立能楽堂
締切

「花泥棒は罪にならない」の
語源となった狂言「花盗人」。
平安時代、小野小町と大友黒
主の歌合を舞台とした能「草
子洗小町」。今回は「替装束」
という珍しい演出で行い、華
やかな王朝絵 巻にいざない
ます。

（木）
締切

国立能楽堂提供

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
暗闇体験

3／10
（日）
締切

ヴェルディ生誕200年記念

フェニーチェ歌劇場

注意事項：慶 應カード事務局にお申込後、事務局よりご予約チケットを送付いたしま
す。チケットの到着後、
2月28日
（木）
までに会員様ご本人よりお電話にて、ダ
イアログ・イン・ザ・ダーク事務局にご予約いただきます。手続方法詳細は
慶應カード事務局より送付する資料もしくはＷebサイトにてご確認下さい。
満席の場合、ご希望に添えない場合があります。

（日）
締切

締切

サンリオピューロランド

会員特別価格の優待パスポート

読売日本交響楽団
２月定期演奏会

ブルックナーの交響曲は、大編
成のオーケストラによる輝かしい
サウンドが特徴です。今や国内
屈指の指揮者として活躍する下
野竜也のタクトで、ブルックナー
の代 表 作とされる交響曲第5番
を、ご堪能いただける注目の演奏
会。崇高な響きに、会場は深い
感動に包まれることでしょう。
日時：２月18日
（月）
19：00／２月20日
（水）
19：00
会場：
（２/18）

サントリーホール
（２/20）
東京芸術劇場コンサートホール
価格：S席 7,000円▶ 6,000円
出演：指揮：下野竜也／読売日本交響楽団
予定演奏曲：ブルックナー／交響曲 第５番

4／7
（日）

日本公演

締切

日時：歌 劇「オテロ」
４月17日
（水）
18：30／４月19日
（金）
18：30
特別コンサート
（
「リゴレット」
第３幕、
「椿姫」
第２幕ほか）
４月18日
（木）
19：00
会場：Bunkamura オーチャードホール
（歌劇「オテロ」
）
東京文化会館大ホール
（特別コンサート）
価格：S席 45,000円
（歌劇
「オテロ」
）
、
S席 19,000円
（特別コンサート）
※こちらの公演は定価販売となります。
出演：指揮：チョン・ミョンフン、フェニーチェ歌劇場管弦楽団 ほか
※未就学児童入場不可 ※イタリア語上演、日本語字幕付き（4/17、４/19）

4／7

1／14

（月・祝）

マリア・パヘス舞踊団
「UTOPÍA〜ユートピア〜」

マリア・パヘスは爆発的なブーム
を巻き起こしたあの
「リバーダン
ス」
に出演し一躍世界的スターと
なり、その後次々と独創的な作
品を世に送っている現代フラメ
ンコ界の最高峰ダンサーです。
2012年の新作「UTOPÍA」を自ら
率いる舞踊団とともに日本の舞
台で初めて披露します。

ⒸDvaid Ruano

日時：５月18日
（土）
18：00／５月19日
（日）
15：00
会場：Bunkamura オーチャードホール
価格：S席 12,600円▶ 12,000円
出演：マリア・パヘス、マリア・パヘス舞踊団
演目：
「UTOPÍA〜ユートピア〜」
※未就学児童入場不可

2／11

（月・祝）
締切

白隠展 HAKUIN

禅画に込めたメッセージ

500年に１人の禅僧と讃えられた臨済宗
中興の祖・白隠慧鶴（はくいんえかく）が
遺した書画。今、その重要性、価値が見
直されています。本展は、全国に散在す
る、大作を中心に約100点を選りすぐり
展示する、初の本格的白隠展です。

寒い日でも雨の日でも
楽しく遊べるピューロラ
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。

©'08,'12 SANRIO/SEGA TOYS S・S/W・TX・JLPC
©'12 SANRIO APPROVAL No.P0411081

価格：大
 人 4,400円▶ 3,600円
中人 4,000円▶ 3,300円
小人 3,300円▶ 2,700円
※４月30日
（火）
まで有効です。＊３歳以下は無料です

半身達磨

DIDは、真っ暗闇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
心地よさに気付き、そしてコミュニケーショ
ンの大切さ、人の温かさを思い出します。
会場：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）
価格：1名 5,000円▶ 4,300円

日時：３月10日
（日）
14：00
会場：東京芸術劇場 コンサートホール
価格：Ａ席 5,500円▶ 5,200円
出演：指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：神尾真由子
演奏予定曲：チャイコフスキー／バレエ音楽
《くるみ割り人形》
より
「花のワルツ」
、メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏
曲、チャイコフスキー／交響曲第５番
※未就学児童入場不可

水の都ヴェネツィアの至宝が８年ぶりの来
日！ヴェルディ、晩年の最高傑作「オテロ」を
上演。現地で2012年の秋のシーズン開幕公
演が世界に先駆けてやってきます。特別コ
ンサートも
「椿姫」
第２幕など見逃せません。

日時：３月20日
（水・祝）13：00
会場：国立能楽堂
価格：正面席 7,500円▶ 6,700円
出演：狂言 野村萬斎
（和泉流）
能
観世清和
（観世流）

1／31

締切

日本フィルハーモニー交響楽団
コバケン・ワールド Vol.3

「炎のマエストロ」小林
研一郎の十八番、チャ
イコフスキーの交響曲
第５番をお贈りいたし
ます。一期一会、完全
燃焼のチャイ５をお楽
しみください。

日時：３月24日
（日）14：30
会場：サントリーホール
価格：Ａ席 5,500円▶ 5,200円
出演：指揮：大友直人、萩原麻未
（ピアノ）
演奏予定曲目：チャイコフスキー／交響曲第2番《小ロシア》
、
グリーグ／ピアノ協奏曲、ラヴェル／ボレロ
※未就学児童入場不可

（水）

2／11

（月・祝）

日時：2012年12月22日
（土）
〜2013年２月24日
（日）
＊１月１日
（火・祝）
のみ休館。
10：00〜19：00
（金曜・土曜は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（前売） 1,200円▶ 1,150円
大学・高校生
（前売） 800円▶ 770円
中学・小学生
（前売） 500円▶ 480円
※障害者手帳のご提示で割引料金あり。
（当日会場窓口にて直接お求めください）

来春ご卒業される塾生［学生］カード会員の皆様

これからも慶應カード
（塾員・教職員）
をご活用ください
来春ご卒業される皆様には、ご卒業後カード会社の
審査の後、塾員用の慶應カードが発行されます。
ご卒業後の慶應カードは、今までお使い頂いていた特
典の他、塾員の皆様向けの特典も追加されます。
是非引き続きお持ち頂き、後輩たちの支援の輪に加わ
って頂ければ幸いです。
これからも慶應カードをよろしくお願い申し上げます。
※お願い
ご契約頂いているカード会社よりご卒業後の慶應カードについてのご
案内を差し上げます。内容をご確認の上、進路につきましてカード会
社にお届けください。

慶應カード（塾員・教職員）はこんな特典もあります！

▶ 図書館の入館証機能に！
慶應カード（塾員・教職員は）図書館や三田キャンパス内
の社中交歡萬來舍の入館証としてお使い頂けます

▶ 慶早戦で母校を応援！
野球やラグビー、アメフト等の慶早戦へ抽選で
ご招待しています。

▶ ライフスタイルにあわせて選べるカード
ご卒業後、ライフスタイルにあわせてより便利なカードもご検討ください。
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各カードブランドおよび協力店からのお知らせ
東京ディズニーリゾート®オフィシャルホテル

ホテルオークラ東京ベイより 慶應カード会員の皆様へ
1月・2月の平日ウインタープランのご案内

A

ご夕食
（ローストビーフディナー）
＋ご朝食付き プラン

低温でじっくり焼いたあと、ゆっくりと寝かせて旨味を閉じ込め
ました。カットした途端肉汁があふれだす、やわらかくジュー
シーな逸品をご賞味ください。

B

ご朝食付き
プラン

◆1月

 日（月）
7
から11日（金）
・14日（月・祝）から18日
（金）
・20日
（日）
から25日
（金）
・27日（日）から31日（木）
◆2月 1日（金）
・3日
（日）
から7日
（木）
・25日（月）から28日（木）
２名様１室

３名様１室

４名様１室

A

ご夕食付（お一人様）

12,300円

10,800円

10,000円

B

ご朝食付のみ（ 〃 ）

8,300円

6,400円

5,600円

◆２月８日
（金）
・11日
（月・祝）
から15日
（金）
・17日
（日）から22日
（金）
・24日
（日）

東京ベイエリア・舞浜に位置するホテルオークラ東京ベイは、快適さを極め
たリゾートホテルです。427の客室は全て44㎡以上とゆとりがあり、バスタブ
とシャワーブースが別々になった大理石のバスルームが優雅なバスタイム
を演出します。また、フィットネス、スイミング、サウナ施設や、ビューティー

３名様１室

４名様１室

A

ご夕食付（お一人様）

13,300円

11,400円

10,500円

B

ご朝食付のみ（ 〃 ）

9,000円

7,000円

6,000円

お申込時の予約状況によりましてはご予約をお受け出来かねる場合がございます。予めご了承下さい。

設定除外日：各土曜日と1月1日〜 4日、1月6日、1月13日、2月10日

サロンのあるヘルスガーデンでのリラグゼーション、楽天トラベルの「朝ご

チェックイン

はんフェスティバルR2012」で「フレンチトースト」
「朝カレー」
「オムライス」各

◦駐車料金
（到着から翌13：00まで2,500円、2泊目以降は一律3,500円

部門で全国第1位になった当ホテル自慢のメニューもお楽しみいただけます。
1月と2月の平日限定で、朝食つきプランと、ローストビーフのご夕食もついた
プランの2種類をご用意しました。ぜひこの機会に、ホテルオークラならで

15：00／チェックアウト 12：00

◦添寝は小学生まで可能（ベッド1台に1人まで）
（無料）
ただし、ご朝食を御召し上がる際には朝食の子供料金（1,000円）
が必要です。

はの上質なサービスときめ細やかなおもてなしをご体験下さい。

◦その他、ベッドガード等備品の貸出しもございます。
詳細はお問い合せ下さい。

プラン詳細はPDFファイルでご覧いただけます。 http://kcd.bz/okura2012w

ご予約・お問い合せは宿泊予約まで

住所：千葉県浦安市舞浜1番地8

ディズニーリゾートラインで2駅目のベイサイドステーションを下車し送迎バスまたは徒歩3分

6

２名様１室
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TEL.047-355-3344

（宿泊予約直通）
9：00〜19：00

お申込時に
「慶應カード会員」
の旨と
「ウインタープラン」
とをお申し付け下さい。

～慶應カード初のプラチナをあなたに～
慶應 MUFG CARD

Platinum American Express®Card
期間限定特典 ▶

入会
特典

平成25年3月31日(日)まで

初年度年会費半額 10,500円（税込）
次年度以降通常本会員年会費

21,000円（税込）

※本入会特典は平成25年3月31日（日）までにお申込みのうえ、平成25年4月30日（火）までにご入会
いただいた方を対象とします。

プラチナならではのカード特典

●プラチナ・コンシェルジュサービス
専任のスタッフがお客様のリクエストに24時間365日対応。

●海外ラウンジサービス「プライオリティ・パス」
世界600以上のラウンジをご用意している「プライオリティ・パス」が無料で
ご利用いただけます。
※プライオリティ・パスはカードご到着後、別途お申込みが必要です。

●スーペリア・エキスペリエンス
上質を知るプラチナ会員様へ向けた特別ご優待サービス。

●確かな安心5つのプロテクション
・海外旅行傷害保険 最高1億円 ・国内旅行傷害保険
・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

最高5,000万円

●手荷物空港宅配サービス
海外へのご出発やご帰国の際にスーツケース１個を無料配送。

〈入会申込書のご請求・お問い合せ〉

〈ご入会に関するお問い合せ〉

慶應カード事務局
URL http://www.keiocard.com/
☎03-3453-3854 受付時間 8：30 ～ 17：00（土日祝日休）

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
70120-665811 受付時間 9：00 ～ 21：00（無休〈12/31〜1/3は除く〉）

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ニコスが発行・運営しています。
「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。
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INFORMATION

塾生カード

読者プレゼント

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

三井記念美術館招待券
ゆくとし くるとし
−茶道具と円山派の絵画−

5組
10 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208回定期演奏会
2013年2月23日
（土）
昼公演
（開場・開演時刻は未定）
会場：サントリーホール大ホール
指揮：大河内 雅彦
曲目：リスト／交響詩『プロメテウス』
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」
プロコフィエフ／交響曲第5番

現在開催中の展覧会
「ゆくとし くるとし −茶道
具と円山派の絵画−」に、5組10名様をご招待
いたします。
本展覧会の会期は2013年１月26日（土）までとなり
ますのであらかじめご了承下さい。
提供：三井記念美術館様

慶應義塾体育会アメリカンフットボール部
慶早戦にご招待
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。

10 名様

応募方法

慶應カレンダー2013

必要記入
事項

お申込の方の
ご住所
お名前

提供：慶應義塾大学出版会株式会社様

官製はがきにてご応募ください。
返信のおもて

応募先

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

応募締切
・
当選発表

2013年1月６日
（日）
（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。

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の

1月25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。

アメリカンフットボール…2013年3月1日
（金）
〜3月31日
（日）
（必着）
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。

46都道府県・353名を採用いたしました。

会員の皆様からの醵出金およびその運用益は、塾生

さわしい学塾として発展していくために、義塾との絆を

（維持会担当）
慶應義塾 基金室

さらに深めていただきたく、維持会へのご加入をお願い

〒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

への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・研究活動

申し上げます。なお、維持会にご入会いただきますと、

の充実のために幅広く活用させていただいております。

義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載号からご加入期間贈

平成19年度には「慶應義塾維持会奨学金」を新設し、地

呈いたします。すでに維持会員としてご協力いただいて

方出身者を優先採用とした維持会独自の奨学金として、

いる皆様には、引き続きあたたかいご支援を賜りたく、

成績優秀な塾生に対し支給することとし、これまでに

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

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。

住所・改姓名の変更届はお早めに

A 各地区の学生部学事担当または塾員センター

上記以外の

塾員カードをお持ちの方

B 各カード発行会社インフォメーションセンター

各地区の学生部学事担当
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 ③FAX 03-5427-1546
④郵送 〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 慶應義塾塾員センター

慶應カード協力店募集中
慶應カードでは、会員の皆様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、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。
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お問い合せ先

カード会員の皆様には、義塾が21世紀の先導者にふ

た伝統ある組織です。
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ワグネル・ソサィエティー…2013年1月20日
（日）
（必着）

●維持会費のクレジットカード決済が可能です。

教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立され

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

往信のうら

●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

塾生カード または

①ご希望の
観戦チケット名
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

〒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係

〒108-8345 東京都港区三田2-15-45

応募先

20 組
40 名様

往復はがきにてご応募ください。

返信

 希望のプレゼント名、住所、氏名、電話番号、
必要記入事項 ご
塾員番号
（カード券面左下の番号9桁）、カード会社名

20 組
40 名様

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

彩り美しい和・洋の貴重書を12カ月にあしらっ
た壁掛けカレンダー（A3判）です。それぞれの貴
重書の解説のほか、義塾の主な記念日やキャン
パスも紹介しています。三田会の記念品や贈り
物にもどうぞ。

応募方法

塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

UCカード UCコミュニケーションセンター

東 京 03-6893-8200

三井住友カード FOR YOUデスク

0570-004-980

大 阪 06-7709-8555

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 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 03-3770-1166

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
（旧UFJ）
カードコールセンター

東 京 03-3242-3611

名古屋 052-251-1220

お手紙・FAXでお待ちいたしております。
▪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

慶應カードニュース
2012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

▲ FAXの送信面にご注意ください。

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

慶應カード価格
①

月

日

：

〜

月

日

：

〜

①

〜

①

〜

①

月
月

日
日

：
：

月

日

：

〜

①

月

日

：

〜

①

円／枚
円／枚
円／枚
円／枚
円／枚
円／枚

枚
②
②
②
②
②
②

数
枚
枚
枚
枚
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

③

①×②＋③

400円
400円
400円
400円
400円
400円
合

計

枚

数

＊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。

計
円
円
円
円
円
円
円

3.ご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
公演名

期間

慶應カード価格
①大人4,400円

サンリオピューロランド
会員特別価格パスポート

2013年4月30日
（火）
まで有効

①中人4,000円

→3,600円／枚
→3,300円／枚

①小人3,300円

→2,700円／枚

① 一般1,200円

2012年12月22日
（土）
〜
2013年2月24日
（日）

白隠展 HAKUIN

2013年2月28日
（木）
まで
予約受付

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

①大学・高校生800円
①中・小学生500円

→1,150円／枚

→ 770円／枚

→ 480円／枚

①共通：5,000円

→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

②

枚

②
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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
□三井住友
□UC
□MUFG
（旧UFJ）
□NICOS

カード会社
カード番号

□DC
□OMC

カ ード の見 方

□AMEX

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・教職員カード

※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 2012年12月28日
（金）〜2013年1月6日
（日）

チ ケット の 販 売に関 するご 注 意 事 項 〜 必ずご 確 認 下さい 〜
■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。なお、冬期休業中の
受付分は1月7日
（月）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。
■ダイアログ・イン・ザ・ダークのチケットは2月28日
（木）までにご予約いただいて有効
となります。開催テーマと日時をWebサイトでご確認のうえ、ご自身にてご予約くだ
さい。なお、未使用チケットの払い戻しはいたしません。

円

南三陸復興支援

～慶應の森の間伐材を使ったグッズが完成～
東日本大震災復興支援と環境保全活動の一環として、宮城県南三陸町にある学校林（慶應の森）の間伐材（杉）
を使用した慶應義塾公式グッズが完成しました。
慶應義塾南三陸プロジェクトに参加する塾生が現地で活動する中で、これまで活用されず廃棄されていた間伐材
を有効活用するグッズ化を企画したもので、ピンバッチ（ペンマーク、エンブレム、クチバシカジカの 3 種類）
、コー
スター、ブックマーカー、ペントレイの 4 種類があり、地元森林組合や企業の協力を得て、全ての制作工程を南三
陸町で行っています。
※クチバシカジカについて：クチバシカジカは、三陸海岸のみで見られる小さな魚です。震災後その行方が心配されていましたが、最近、津波に耐
えた愛らしい姿が確認され、 復興のシンボルとして塾生が発案しました。

慶應の森の間伐材を使ったグッズは、日吉キャンパスのコミュニケーション・プラザ（協生館 2 階）やインターネッ
トで販売しています。

慶應義塾公式グッズはこちらから

http://keiogoods.jp/

慶應カード特典：窓口で購入の場合、粗品を進呈
南三陸支援

ピンバッチ 3 種類

価格：各￥400

ブックマーカー

価格： ￥500

コースター

価格： ￥600

2 枚セット

ペントレイ

価格： ￥800
※価格は消費税込です。

いつも慶應カードをご利用頂きましてありがとうございます。
慶應カードでは、スタート当初から「意識せずに寄付をする」形

「きふきふ」を使った寄付の仕組み

を目指してサービスをご提供して参りました。
この度、さらに
「意識をせずに寄付をする」ための仕組みとして、
新しいサービスをご紹介する準備をしておりますので、こちらで
ご案内させて頂きます。

慶應義塾

会員の皆様

新しいサービスは
「きふきふ」と言うネットワークのサービスです。
このサービスは、インターネットでお買い物をされる前にして

アクセス

寄付

いるWebサイトを経由して頂けると、その広告費が寄付金とし
て慶應義塾に還元される仕組みとなっております。
もちろん、登録料・手数料等は必要ありませんので、普段のお

慶應カード

買い物にちょっと作業をプラスして頂くだけで、さらに塾生たち
の支援に貢献することが可能です。
さらに、お買い物時の決済手段を慶應カードにして頂ければ、
慶應カードを通しての支援も可能となります。

アクセス

まずは、慶應カードの寄付先と同じ、
「慶應義塾東日本大震災被
災塾生特別奨学金」向けの寄付とさせて頂き、順次、寄付先を

きふきふ

お選び頂けるような形にする予定です。
サービススタート時期等は、改めて本誌やWebサイト、メール
マガジン等でお知らせさせて頂きますので、スタートの際は是非
ご活用ください。

※寄付サイト「きふきふ」は、DPMジャパンが運営するサイトとなっております。
個別の商取引は、「きふきふ」に参加している企業様とユーザー（一般の参加者）様との間で
直接行われます。

商品購入・
サービス加入等

広告費

ショッピングサイト

