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Vol.

災害復旧期から復興期へ
～共盛共栄を目指して～

慶應カードニュースVol.26では、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県・南三陸町での塾生ボランティア
活動の様子をご紹介しました。震災から2年が経ち、東京では震災の影響を感じることはほとんどないように思
いますが、被災地の復興はまだまだ時間がかかるようです。今回は、継続的に活動を続けている
「南三陸プロジェ
クト」のその後をお伝えします。
昨年の夏は7期（1期は3泊4日）に分けてのべ164名
（教員含む）がボランティア活動に参加。流された土を使っ
て日干しレンガを作り、防災倉庫を作るなど、災害ボランティアとしての活動を行いました。2013年は3月18
日から4期に分けて教員含めてのべ70名が活動しましたが、この春休みからは、復興につながるボランティアと
して活動を行っています。南三陸町では、2012年6月より子どもたち
（主に小学生）へ町の文化や歴史を伝える
ためのワークショップ「南三陸町ふるさと学習会
（ふる学）
」
を開催しています。5月19日
（日）
に
「慶應の森探検」
と
題し、自然や他の生き物と人との関わりを考える
「ふる学」が開催されることになり、春休みおよびゴールデン
ウィーク期間中に森の整備を行いました。慶應義塾の森
（つるべ山）
にはこれまでの塾長が植樹した樹木があり、
今もすくすくと育っています。南三陸町森林組合の協力も得て、それらの木々の間にある雑木を切り倒し、伐採
した木材を利用して階段を作りました。のこぎりを使って伐採することもあり、また、小学校低学年から中学年
でも上りやすい高さや幅にするのに苦労したそうです。また、5月の
「ふる学」
開催に先立って3月の
「ふる学」
は、
地元の木を使って工作してみるというテーマで巣箱づくりも行っており、その巣箱用木材の切り出しも塾生ボラ
ンティアが行いました。南三陸プロジェクトでは、山頂まで階段づくりを継続する方針だそうです。
ボランティア開始当時はよそ者扱いだった塾生たちですが、今では地元の方々も
「慶應さん」
と親しみを込めて
接してくれるそうです。復興までにはまだまだ時間がかかります。一人一人ができることを積み重ねて大きな力
にしたいと改めて感じました。（協力：南三陸プロジェクト）
東京ではどんどん時間が過ぎていきますが、現地に赴くと時間
が止まったまま、と感じます。集落の39軒中、36軒が津波の被
害にあい流出してしまった長清水地区では、未だに新しい住宅が
建っていません。仮説住宅で避難生活を送っている方々も、ほか
の地区に住宅を建てたりして、徐々に減っていますが、復興への
道のりはまだまだこれからです。64ヘクタールの慶應の森を整備
して、観光地とまではいかなくても塾員や塾生の皆さんをご案内
することで地元活性化の一助になっていければと思っています。
南三陸プロジェクト・スタッフの黒田さん（法学部2年）

階段作りと５月19日の「慶應の森探検」の様子

「南三陸プロジェクト」公式サイト. .............................. http://web.keio.jp/~edo/minamisanriku/
Facebook 慶應義塾 南三陸プロジェクト.............. http://www.facebook.com/keiominamisanriku
Twitter

慶應・南三陸プロジェクト........................... http://twitter.com/keio_msanrik

スタッフ募集
南三陸プロジェクトのスタッフとして活動しません
か?ボランティアとして一過性のかかわりで終わるの
ではなく、継続的に地元の方々と関わることで交
流が深まるのが魅力です。
問合せ先：departure.minamisanriku@gmail.com

2013 夏季もボランティアを行います
8月後半から3週間程度の間に6期（1期は3泊4日）
のボランティアを行う予定です。
（募集は終了しました）
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南三陸プロジェクトから寄付のお願い
2011年の夏の活動は、慶應義塾未来先導基金・日吉調整予算の
助成を得て行ないましたが、それ以降の活動は、現地宿泊費、往
復の交通費を学生の自己負担とし、現地での活動費を林業三田会、
仙台三田会、その他多くの塾員をはじめとする個人の方々の資金援
助によって支えていただいております。
慶應義塾・南三陸プロジェクトでは今後も継続的に活動をしてい
きたいと思います。そのために、
皆さまからご支援をおねがいします。
皆様からいただいたご寄付は、学生現地コーディネーターの派遣費
用、現地での活動費として使わせていただきます。また、寄付をい
ただいた方には活動後に会計報告をいたします。皆様のご支援・ご
協力をいただけると幸いです。
振込先：ゆうちょ銀行 店名 〇九八（ゼロキュウハチ）
店番 098 普通 2382377 口座名 南三陸プロジェクト
問合せ先：natsuyasumi@ml.keio.jp

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。

Hello Kitty Cafe Restaurant

慶應カード協力店の検索は

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

横浜元町本店
飲食

厳選素材の美味しいお料理と大人の為の上質な空間。今までとは全く違う、
新しいハローキティの世界へようこそ。Hello Kitty Cafe Restaurantのある横
浜元町は、東横線・みなとみらい線と新都心線との直通運転開始で、これま
で以上に注目を浴びているエリアです。
店内には高級感溢れる家具が並び、大人の女性から男性まで、誰もがくつろ
げるシックな空間が広がります。りんご丸ごと１個使用した、出来立てあつあ
つのアップルパイをはじめ選りすぐりの素材でつくった美味しいお料理とオリ
ジナルセレクトのお洒落なワインなど、充実したメニューで皆様のお越しをお
待ちしております。

［所在地］
神奈川県横浜市中区元町１-50 元町パセオ２Ｆ
［電話］
045-228-8118
［営業時間］
9：00〜20：00
ラストオーダー
（フード19：00／ドリンク19：30）
［定休日］
１月１日
［Facebook］https://www.facebook.com/hello.kitty.cafe.restaurant?fref=ts
［URL］
http://hkcr.jp/

Photo  by  Mayumi  Tanaka

優待内容
■ ５％割引
（会計時に慶應カードを提示または使用下さい）

XEX（ゼックス）
XEX（ゼックス）が誇る一流シェフによる本物の料理とホスピタリティ溢れるサービス。空間、サウンドにもこだわり、心地よい時間をご提案しています。
自分自身のライフスタイルを持った、大人のためのレストラン。おもてなしの心と料理への情熱をXEXがお届けします。

■ restaurant 尾前 XEX
（レストラン

オマエ

ゼックス）

エグゼクティブシェフ尾前 武がプロデュースする世界
が存分に堪能できる空間で、国内外のセレブリティに
愛される和と洋の絶妙なエクリクティックを味わえま
す。六本木の隠れ家で印象に残る一皿一皿をお楽しみ
下さい。
［所在地］東京都港区六本木7-21-19 I.K.N六本木ビル
［電話］03-3479-0065

■ XEX DAIKANYAMA
（ゼックス代官山）

美味しいイタリア料理に、炭火であぶった旬の素材や
職人技が冴える鮨、外国人ミュージシャンによるグラン
ドピアノの生演奏と歌を楽しめる、代官山のリゾートで
す。
［所在地］東京都渋谷区猿楽町11-1
ラ・フェンテ代官山3F
［電話］03-3476-0065

■ XEX ATAGO GREEN HILLS
（ゼックス 愛宕グリーンヒルズ）

東京タワーを間近にする愛宕グリーンヒルズの最上階
を独占。都心の全てを掌中するかのような眺望を楽し
め、吟味した素材と料理人の腕が生み出す美味しさ、
きめ細かいおもてなし、全てが一体となって深い満足
を味わっていただけます。
［所在地］
東京都港区愛宕2-5-1 MORIタワー42F
［電話］
03-5777-0065

飲食

■ XEX TOKYO
（ゼックス 東京）

東京駅八重洲北口直結の大丸東京最上階、約880㎡
の壮大な空間。大きな窓からは東京駅舎、丸の内ビル
群、皇居までを一望でき、開放感溢れる寛ぎのひと時
をお楽しみいただけます。
［所在地］東京都千代田区丸の内1-9-1 
大丸東京13F
［電話］03-6266-0065

■ XEX 日本橋

（ゼックス 日本橋）

ワンフロア約890㎡を独占し、こだわりが息づくフード、
ライブ、アミューズメントを融合。特に今回はThe BAR
をメインにレイアウトし、BGMという概念を超えたパ
ワフルなライブサウンドで、空間を包み込みます。
［所在地］東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 YUITO/
日本橋室町野村ビル4階
［電話］03-3548-0065

■ XEX WEST

（ゼックス ウエスト）

XEXがついに関西上陸。約1,200㎡のゆったりとしたフ
ロアで、XEXでしか味わえない特別なひとときを大阪・
梅田でも。
［所在地］大阪府大阪市北区梅田2-2-22 
ハービスエント7F
［電話］06-4795-0065

優待内容
★店舗により営業時間・定休日などが異なります。

詳細は慶應カードWebサイトの協力店紹介ページ、或いは
下記より確認下さい。
▶

http://www.ystable.co.jp/

■ ディナーお会計10％割引

※会計時に
「慶應カード会員優待利用」
とお申し出ください。
※他のクーポン、サービス、優待、予約サイトのプラン等との併用不可
※ランチ使用不可
※ガラディナーやイベント
（クリスマス、花火大会）時などのスペシャルディナーでの使用不可

KEIO CARD NEWS vol.29

3

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。

酒膳倶楽部 銀座店
飲食

酒膳倶楽部  銀座店は、管理栄養士監修のこころと身体に優しい家庭料理を
楽しんで頂けるお店です。
「楽しく、健康的に、お酒とお料理を味わっていただ
きたい」という思いから、
「食からこころと身体を元気にしよう！」をコンセプト
にした、隠れ家的小料理屋です。特にお通しは、一食に必要な野菜摂取量
120g、コース料理は１日に必要な野菜摂取量360ｇ、30品目の野菜が摂れるよ
う、計算されており、野菜不足に悩む方へお勧めです。また、こだわりの日本
酒や焼酎もご用意しております。是非、ゆっくり、のんびりとした雰囲気の中で
「こころと身体に優しい、お酒とお料理」
をお楽しみ下さい。

［所在地］
東京都中央区銀座8-11-5 正金ビル1階
［電話］
03-6228-5395
［営業時間］
昼の部11：30〜14：00 
夜の部17：30〜23：30
（ラストオーダー23：00）
  
［定休日］
土、日、祝日
［URL］
http://shuzen-ginza.jimdo.com/

優待内容
■ 夜の部 生ビール一杯サービス

＊入店時に慶應カードを提示
＊他のクーポン・サービス・優待・予約サイトのプラン等との併用不可
＊昼の部使用不可
（夜の部のみ）

タイムズカープラス
専門店

「タイムズカープラス」は全国主要都市のタイムズからクルマが借りられるカー
シェアリングサービスです。会員カード1枚で全国のクルマが356日24時間使
いたい時にすぐ乗れるシステムです。ご利用方法は簡単。
①ケータイやパソコンで事前に予約。
②予約時間になったらクルマへ。
③車両後部のカードリーダーに会員カードをかざして開錠。
④後はクルマの中のキーを取り出して運転開始。
ご利用料金は、ガソリン代・保険料込みで、15分200円～となります。使った分
だけ精算できるからとても経済的で、支払もクレジット決済なので便利です！
［所在地］
東京都千代田区有楽町2-7-1
［電話］
0120-20-5037
［営業時間］
24時間
［URL］
http://plus.timescar.jp/
※こちらのURLからカーシェアサービスにご入会されても割引対象とはな
りませんのでご注意ください。

優待内容
■ カード発行手数料通常1,500円を無料

※キャンペーン等の特典・期間は別途タイムズ24が定めます。
※個人入会のみ有効
（法人入会は対象外）
です。
※専用申込ページからの「インターネット入会のみ」対象。来店型の「クイック入会」は対
象外となります。http://kcd.bz/timescarplus

タイムズ スパ・レスタ
専門店

東京・池袋、サンシャインシティ前にある
「都心の大人のスパ施設」
。ホテル仕
様の洗練されたくつろぎ空間にアロマの香りが漂い五感でリラックスできます。
沖縄県・久米島海洋深層水を導入したスパやサウナ、露天風呂をはじめ、タラ
ソテラピーコスメブランド
「PHYTOMER
（フィトメール）
」のトリートメントサロン、
豊富なボディケアメニューをご用意している「忘我（ぼうが）
」
、食材にこだわっ
たレストラン、リラックスラウンジなど付帯施設も充実しています。
心と身体を再生する極上のひとときをお過ごしいただけます。

優待内容
［所在地］
東京都豊島区東池袋４丁目25-9 
タイムズステーション池袋10F〜12F
［電話］
03-5979-8924 ［営業時間］11：30～翌9：00
※最終入館時間は8時となります。
※18歳以上を対象とした施設です。
［定休日］
不定休 
［URL］
http://www.timesspa-resta.jp/
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■ 入館料金を割引※入館時に慶應カードを提示

●一般利用料金
（11：30〜翌4：00入館）
（土日祝・特定日のみ制限５時間）
通常価格  2,520円→2,100円
●早朝利用料金
（4：00〜8：00入館）
通常価格  1,800円→1,600円
●スピード利用料金
（90分以内／11：30〜翌8：00入館）
通常価格  1,520円→1,320円

※読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。

慶應カード協力店の検索は

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

箱根イタリ亭
宿泊

その昔、源頼朝が米を千石は作れると言ったことから仙石原の名が付いたと言
われる、箱根の仙石原に7室だけの隠れ家のようなホテル。寿司をメインとし、
季節ごとの山海の素材を巧みに使う和会席のお食事に思わず頬がやわらぎま
す。
温泉は、今なお活動を続ける大涌谷から引湯した白濁湯のかけ流し。思いっ
きり伸びをしたくなるほど癒されることでしょう。
晴れの日は朝日を浴びる山々が、雲の上に浮かぶような幻想的な風景。
雨の日は水墨画のように雲をまとう山々。ゆっくり流れる時間に身をまかせ、
自然と一体となれる心地良さ。イタリ亭のすべてを五感で味わって下さい。

［所在地］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-683
［電話］0460-84-0840
［定休日］無休
［URL］http://www.itari-tei.com/

優待内容
■ 正規宿泊料金より 平日15％・休前日10％の割引
（正規宿泊料金→１泊２日の料金。オプション、飲料代は含みません）
＊ご宿泊当日から起算し４日前までにご予約をお願いいたします。

人 間 ド ッ ク で「 無 病 」を 目 指 す
― 慶應義塾大学病院 予防医療センター ―

昨年8月、慶應義塾大学病院に「人間ドック」など予防医学・医療を
推進する新たな施設、
「予防医療センター」がオープンしました。予防
医療センターでは、誰もが健康に歳を重ねていけるよう「健康寿命の
延伸」に取り組んで参ります。
具体的には、多彩なプログラムの中からそれぞれに必要な検査を定
期的に受診いただくことにより、がんや生活習慣病などさまざまな疾
患を「未病」のうちに発見して適切なケアを行い、ゆくゆくは「無病」で
あり続けることができるよう、サポートしていくことを目指しています。
また、予防医療センターの大きな特徴としては「診断力の高さ」が
挙げられます。検査や診断を行う医師や技師は、大学病院で経験を
積んだ熟練のスタッフであり、一定して高い水準の診断力を保っており
ます。
さらに、受診した検査結果は大学病院に蓄積され、万が一異常が見
つかった場合でも、慶應義塾大学病院各診療科との緊密な連携によ
り、受診者のニーズに合わせた迅速な対応を行うことができるのも特
徴のひとつです。
生涯にわたってあなたの健康を支えるパートナーとして、予防医療セ
ンターの人間ドック受診をこの機会にぜひご検討ください。

〈所在地〉
東京都新宿区信濃町35 慶應義塾大学病院3号館（南棟）3階
〈休診日〉
日曜、祝日、第1・第3土曜日、年末年始（12月30日から1月4日）、
慶應義塾の休日（1月10日、4月23日）
〈お問合せ〉
受付時間：月曜日～金曜日 8：30 ～ 17：00
Tel：03-6910-3533 ／ Fax：03-5363-3454
Web：http://cpm.hosp.keio.ac.jp/
E-mail：preventive_med@info.keio.ac.jp
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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。
オンラインショップでのお申込には
会員登録が必要です
Webサイトで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。

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

8／5
（月）
締切

サンリオピューロランド

慶應カード夏休みスペシャルデー

慶應義塾大学コレギウム・
ムジクム・オペラプロジェクト
トゥッテ』
先行販売 『コジ・ファン・

11／25

（月・祝）

締切

締切

モーツァルトの晩年の傑作、
《コジ・ファン・トゥッテ》
の全
幕
（原語・日本語字幕付き）
上
演。オーディションで選ばれ
た若手プロをメインキャスト
に、石井明経済学部教授の指
導・指揮の下、オーケストラ、
合唱、舞台製作、照明等を学
生が行う壮大なプロジェクト。

日時：2013年12月21日（土）
・12月22日（日）
・
2014年1月4日（土）
・1月5日（日）

いずれも17：00開演（16：00開場）
会場：慶應義塾大学日吉キャンパス協生館内藤原洋記念ホール
価格：2,000円（全自由席）
※未就学児童入場不可
出演：安東玄人・上田真野子・沖山周子・加藤大聖・樺山晴子・
川田早苗・黒田正雄・佐田山千恵・佐藤優衣・清水実・塚
田裕之・長谷川沙紀・松下聡子・三浦義孝・望月一平
慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェク
トオーケストラ・合唱団
総監督・指揮：石井明（経済学部教授）
＊各公演日のキャストについては、慶應義塾大学日吉音楽学研究
室のHP
（http://musicology.hc.keio.ac.jp/）をご覧ください。

9／30 サンリオピューロランド
（月）
締切

暑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。特
別価格のパスポートを賢く利用してめいっぱい遊んで下さい。
4つのアトラクションと1つのレストランでサンリオキャラクター
の世界を体感できる
「サンリオタウン」
が 7月20日にオープン！
有効期間：8月10日（土）〜9月1日（日）
価格：パスポート（入場＋フリーアトラクション）
大人4,400円▶ 2,400円
中小人共通 4,000円／3,300円▶ 2,300円
入場券（入場＋無料のショー）
大中小共通 3,000円／2,700円／2,000円▶ 1,000円

8／13
（火）
締切

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
暗闇体験

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。

「サンリオタウン」内に新しいアトラクションとキャラクター
フードコートが登場
■レディキティハウス
レディキティの「kawaii×セレブリティ」な世界を体験するアトラクション
■～マイメロディ＆クロミ～マイメロードドライブ
クロミ考案のレンタカーでマリーランドをめぐるライドアトラクション
■～キキ＆ララ～トゥインクリングツアー
キキとララの生まれ故郷「ゆめ星雲」の世界を体感するウォークスルーアトラクション
■グルメバザール～キャラクターフードコート～
キャラクターメニューがいっぱいのフードコートレストラン
＊10月31日（木）
まで有効です。
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
＊３歳以下は無料です。

8／31
（土）
締切

特別展 京都
洛中洛外図と障壁画の美

戦国末期から江戸初期−織
田信長、豊臣秀吉、徳川家康
ら天下人が覇を唱えた時代
の京都。
本展覧会は当時そこに暮ら
した貴族、僧侶、武士、庶民、
それぞれを象徴する場所とし
て、御所、龍安寺、二条城、京
の街をとりあげ、国宝や重要
文化財を含む名品と最新の
技術を駆使した映像で「空間
として」
再現する、全く新しい
コンセプトの展覧会です。
「京都でも見ることのできな
い京都」
を体感してください。

重要文化財「洛中洛外図屛風 舟木本」左隻2扇
（部分）
岩佐又兵衛筆 江戸時代・17世紀 東京国立博物館蔵

日時：10月8日（火）
〜12月1日（日）

9：30〜17：00（金曜日は20：00まで。入館は閉館の30
分前まで）

＊休館日は月曜日。ただし、10月14日（月・祝）
、11月4
日（月・休）
は開館、10月15日（火）
、11月5日（火）
は休館
会場：東京国立博物館 平成館
価格：一 般 1,500円▶（前売）1,300円
大学生 1,200円▶（前売）1,000円
高校生 900円▶ （前売）700円

9／30

会員特別価格のパスポート

イメージ

©'08,'13 SANRIO/SEGA TOYS S・S/W・TX・JLPC
©'13 SANRIO APPROVAL No.P0506052

11／4

（月）

（月）
締切

レオナール・フジタ
ポーラ美術館コレクションを中心に

「乳白色の肌」で知られる画
家レオナール・フジタ（藤田
嗣治）
は、エコール・ド・パリ
の時代に裸婦、自画像や猫
の作品でパリで最も有名な
画家の一人となった一方、戦
後は自由な発想で創作しま
した。国内最 大のフジタコ
レクションを有するポーラ美
術館所蔵作品を中心に、初
期から晩年までの作品のほ
か、土門拳の写真など総 数
約200点を一堂に紹介します。

レオナール・フジタ（藤田嗣治）
《誕生日》
1958年
油彩・カンヴァス
ポーラ美術館蔵
ⓒADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2013 E0469

日時：8月10日（土）
−10月14日（月・祝）
会期中無休
開館時間 10：00−19：00（入館は18：30まで）

毎週金・土曜日は21：00まで（入館は20：30まで）
会場：Bunkamuraザ･ミュージアム
価格：一般（前売）1,100円▶ 1,050円
大学・高校生（前売）700円▶ 670円
中学・小学生（前売）400円▶ 380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）

9／30

ウィキッド

誰も知らない、もう一つのオ
ズの物語

（月）
締切

リトルマーメイド

劇場が、愛と希望の海になる。
劇 団 四 季とディズニーの 新
次元ミュージカル、誕生。

撮影：堀勝志古

東京：外苑前会場
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

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、8月31日（土）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。
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日時：10月13日（日）
13：00
10月19日（土）
13：00
10月23日（水）
18：30
会場：電通四季劇場［海］
価格：Ｓ席 9,800円
慶應カード特典：ソフトドリンクチケット

日時：11月28日（木）
18：30
12月 4日（水）
13：30
12月12日（木）
18：30
会場：四季劇場［夏］
価格：Ｓ席 9,800円
慶應カード特典：ソフトドリンクチケット
＊12／4と12／12の公演のお席は２階席となります。

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。

8／29
（木）
締切

40カラット

ブロードウェイで２年間ロン
グランのラブ・コメディを舞
台化!!
物語はバツ２子持ちの熟年
キャリアウーマン・アン（大
地真央）が旅先で青年ピー
ターと偶然出会ったことから
始まります。ピーターからの
熱烈なアプローチを受けな
がらも年齢差を理由に悩む
アン。さらにその２人を複雑
な思いで見守るアンの前夫ビ
リー。アンをめぐる微 妙な
三角関係の結末は？
今年芸能生活40周年を迎え
た大地真央がアラフォー女
性を演じる必見の舞台です。

日時：9月20日（金）14：00／9月20日（金）
18：30
9月21日（土）13：00／9月22日（日）
17：30
会場：東京芸術劇場 プレイハウス
価格：Ｓ席 9,000円▶ 7,800円
出演：大地真央 ほか

9／5
（木）
締切

「ムサシ」
ロンドン・NYバージョン

ムサシ見参！！新たなる挑戦。吉川英治の「宮本武蔵」をベース
に、巌流島の後日談をユーモアあふれるストーリーとして描き、
2009年日本演劇界の話題をさらった井上ひさし作、蜷川幸雄演
出の『ムサシ』新キャストを迎え、さらに進化を続ける
「ムサシ」
を
目撃せよ！
日時：10月2日
（水）
13：30／10月5日
（土）
17：30／10月11日
（金）
13：30／10月13日（日）17：30／10月18日（金）
13：30
会場：彩の国さいたま芸術劇場
価格：Ｓ席 10,500円▶	土日祝 10,000円
平 日
8,900円
出演：藤原竜也、溝端淳平、鈴木杏、六平直政、吉田鋼太郎、
白石加代子 ほか

8／31
（土）
締切

ミュージカル
「エニシング・ゴーズ」

9／8
（日）
締切

おんなけいず

婦系図

日時：10月13日（日）17：30／10月19日（土）
12：30
会場：帝国劇場
価格：Ｓ席 12,500円▶ 11,200円
出演：瀬奈じゅん、鹿賀丈史、すみれ、玉置成実 ほか

締切

エドワード二世

数々の名作を生みだした小説
家・泉鏡花の生誕140年を記
念して、彼の代表作の一つ『婦
系図』
を上演致します。
梅の湯島に月影ふけて お蔦
主税の二人づれ「月は晴れて
も心は闇だ」
「湯島の境内」で有名なお蔦と
主税の悲恋を軸に、二人を取
り巻く人々を描いた名作『婦
系図』
。明治情緒溢れる名場
面、名台詞とともにお楽しみ
ください。

日時：10月12日（土）
15：00／10月17日（木）
11：00
10月20日（日）
11：00／10月23日（水）
15：00
会場：三越劇場
価格：全席指定 8,500円▶ 6,500円
出演：市川春猿、市川月乃助、市川笑三郎 ほか

9／1

（日）
締切

音楽劇
「それからのブンとフン」

井上ひさし初の小説『ブンとフン』を自
ら戯曲化し、戯曲オリジナルの後日談
を書きくわえた作品。安保闘争で激し
く揺れる70年代の日本を鋭く批評し
た本作品はナンセンスコメディの傑作
であると同時に、行き先を見失った現
代の日本に衝撃的なメッセージを投
げかけるであろう。演出は俳優の魅力
を最大限に引き出す演出手腕を持ち、
井上ひさしにも絶大な信頼を受けて
いた栗山民也。主人公の作家フンを
演じるのは、これが井上ひさし作品初
出演となる、俳優生活40年にして国際
的に活躍する市村正親。この、演劇界
屈指の顔合わせで2013年 秋、新たな
傑作舞台を世に送り出す！
日時＆会場：9月28日（土）
18：30／9月29日（日）
13：00
（KAAT神奈川芸術劇場ホール）

10月3日（木）
18：30／10月10日（木）
13：00
10月12日（土）
17：30／10月14日（月・祝）
13：00
（天王洲銀河劇場）
価格：Ｓ席 9,800円▶	土日祝 9,300円
平日 8,400円
出演：市村正親、小池栄子、新妻聖子、山西惇、久保酎吉、

橋本じゅん ほか

8／13
（火）
締切

ミュージカル
「ロミオ＆ジュリエット」

2011年秋、日本を席巻し
たミュージカル『Ｒ＆Ｊ』
新バージョンで再演！！
ROCKでPOP ！パ ワフル
なダンス＆ソングに彩ら
れた究 極の恋の物 語が
よみがえる…

ナイトクラブのスター歌手、どこか憎めないギャング、キザな色
男、社交界の美しい令嬢—
ハチャメチャな人々を乗せた、豪華客船の旅は何処へ行く!?
2013年秋一番、何でもあり！のミュージカル・コメディ、いざ出
航！！

9／16

（月・祝）

日時＆出演：9月5日（木）
18：30／（R＆J）
柿澤勇人・フランク
莉奈（ティボルト＆死）
城田優・宮尾俊太郎 ほか
9月12日（木）
18：30／（R＆J）
城田優・清水くるみ  
（ティボルト＆死）
加藤和樹・中島周 ほか
9月15日（日）
12：30／（R＆J）
柿澤勇人・清水くる
み（ティボルト＆死）
加藤和樹・大貫勇輔 ほか
9月20日（金）
13：30／（R＆J）
城田優・清水くるみ   
（ティボルト＆死）
加藤和樹・大貫勇輔 ほか
9月21日（土）
17：30／（R＆J）古川雄大・フランク
莉奈（ティボルト＆死）加藤和樹・宮尾俊太郎 ほか
会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11F）
価格：Ｓ席 13,000円▶	土日祝 12,300円
平 日 11,000円

シェイクスピアと同時代の作家マーロウが描く悲劇の王の物語
で、本格的な上演は日本初。モデルは実在のイングランド王エ
ドワード二世。王はフランス人騎士を寵愛し、治世を混乱させ
たため、王妃と愛人に惨殺される。王の起伏に富んだ激しくも
短い生涯を描いた歴史活劇!!
日時：10月17日（木）
18：30／10月19日（土）
13：00
10月20日（日）
13：00／10月23日（水）
13：00
会場：新国立劇場 小劇場
価格：Ａ席 5,250円▶ 4,800円
出演：柄本佑、中村中、大谷亮介、西本裕行、瑳川哲朗
※未就学児童入場不可

10／6
（日）
締切

ほか

こまつ座
「イーハトーボの劇列車」

大きな革のトランクの中にた
くさんの願いを詰め込んで、
宮沢賢治は九度上野行きの
夜行列車に乗り込む
井上ひさしが愛してやまない
日本語に、不思議でかわいら
しい、そして輝くような魅力
を付け加えた岩手 花巻人の
宮沢賢治の評伝劇。
鵜山仁の新演出と、賢治役の
井上芳雄をはじめ、新キャス
トを迎えて14年ぶりの再演で
す！

日時：11月 6 日（水）
18：30／11月 8 日（金）
18：30
11月 9 日（土）
18：30／11月13日（水）
18：30
11月15日（金）
18：30／11月16日（土）
18：30
会場：紀伊國屋サザンシアター
価格：全席指定 8,400円▶ 8,000円
出演：井上芳雄、辻萬長、木野花、大和田美帆、石橋徹郎、

松永玲子、みのすけ ほか（台本順）

10／6
（日）
締切

ブロードウェイミュージカル
「メリリー・ウィー・ロール・アロング」
〜それでも僕たちは前に進む〜

エンターテイメント界を牽引する若手トップスター
＂小池徹平＂人
気実力ともに急成長の＂柿澤勇人＂演劇界の奇才＂宮本亜門＂が
顔をあわせる夢の企画、待望の日本初上演！
大好評を博した『カンパニー』の制作コンビ、ジョージ・ファース
とスティーブン・ソンドハイムが再結集し、ブロードウェイ・ショー
ビジネス界での友情や妥協、成功のために支払った大きな代償
を描いたこれまでの伝統的ミュージカルを覆すスリリングで感
動的な物語。
日時：11月2日（土）17：30／11月 4 日（月・休）12：30
11月6日（水）19：00／11月 8 日（金）14：00
11月9日（土）17：30／11月13日（水）14：00
会場：天王洲銀河劇場
価格：全席指定 9,800円▶	土日祝 9,300円
平 日 8,400円
出演：小池徹平、柿澤勇人、ラフルアー宮澤エマ、高橋愛 ほか
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鑑賞ご優待チケット

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。
9／8
（日）
締切

8／18

コロッケ特別公演

（日）
締切

ものまねを超越したものまね、
笑顔と元気と感動の涙をお届
けします。

タンゴミュージカル
『ロコへのバラード』

9／23

（月・祝）
締切

ニューヨーク・シティ・バレエ
2013

2011年11月に初演。各界の実力者を迎え好評を博した伝説の
タンゴ・ミュージカルが蘇る！

一.山本周五郎作「よじょう」より
ほら吹きと武蔵
二.コロッケ
ものまねオンステージ2013
Photo  by  Henry Leutwyler©2011

アメリカが誇る世界最高峰のバレエ団、４年ぶり待望の来日公演！

日時：10月26日（土）16：30／10月27日（日）
11：00
会場：明治座
価格：Ａ席 11,550円▶ 10,395円
出演：コロッケ、熊谷真実、左とん平 ほか

9／16

（月・祝）
締切

熊川哲也 Ｋバレエカンパニー
「白鳥の湖」Autumn 2013

深淵なる愛のドラマが今また—
熊川版グランド・バレエの決定版、
今秋開幕！
上演のたびに円熟味と新たな魅力とを増し
てきた
『白鳥の湖』見逃せない！

（火）
締切

11／24

11／24

（日）
締切

キエフ・バレエ

140年余の歴史を誇り、ボリ
ショイ劇場、マリインスキー
劇場とともに旧ソ連における
三大劇場と称される名門バレ
エ団の来日公演！
クリスマス＆お正月を華やか
に彩る、珠玉のバレエ公演を
ぜひお楽しみください。

日時＆出演＆会場：
①10月18日（金）18：30／熊川哲也、
荒井祐子、
スチュアート・
キャシディ ほか（東京文化会館大ホール）
①10月31日（木）14：00／熊川哲也、
荒井祐子、
スチュアート・
キャシディ ほか（Bunkamuraオーチャードホール）
①11月1日（金）14：00／熊川哲也、佐々部佳代、スチュアー
ト・キャシディ ほか（Bunkamuraオーチャードホール）
②11月2日（土）14：00／宮尾俊太郎、
ニーナ・アナニアシヴィ
リ、遅沢佑介 ほか（Bunkamuraオーチャードホール）
②11月4日（月・休）14：00／宮尾俊太郎、ニーナ・アナニア
シヴィリ、遅沢佑介 ほか（Bunkamuraオーチャードホール）
③10月19日（土）14：00／遅沢佑介、浅川紫織、杉野慧 ほ
か（東京文化会館大ホール）
価格：①Ｓ席 18,000円 ※定価販売となります。
②Ｓ席 16,000円▶ 13,600円
③Ｓ席 12,000円▶ 10,200円
＊未就学児童入場不可／熊川哲也出演なしの公演は５歳以上入場可

8／20

日時：9月20日（金）
19：00／9月21日（土）
18：00
9月25日（水）
14：00
会場：東京グローブ座
価格：Ｓ席 8,500円▶ 7,900円
出演：彩吹真央／CHIZUKO、CLAUDIO／石井一彰、大月さゆ、
進藤学、Andrez／西島千 （特別出演）
／石井一孝

公演日時＆演目：10月21日（月）
19：00／プログラムＡ
10月22日（火）
19：00／プログラムＢ
10月23日（水）
14：00／プログラムＡ
10月23日（水）
19：00／プログラムＢ
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席 19,800円▶ 17,800円
管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
演目：プログラムＡ
「セレナーデ」
「シンフォニー・イン・スリー・ムーヴメンツ」
「タランテラ」
「ウエスト・サイド・ストーリー組曲」

プログラムＢ
「白鳥の湖〜バランシン版
（１幕バージョン）
」
「フォー・テンパラメンツ」
「シンフォニー・イン・Ｃ」
※未就学児童入場不可 ※演目は変更になる場合があります。

フェスティバル
ナ・ヒヴァ・ヒヴァ・ハワイ2013

本場ハワイでも、めったに観
ることのできない最高峰の＂
フラ＂と
＂音楽＂心癒す奇跡の
ステージ！
私たちにとって＂フラ＂は神か
ら与えられた最も美しい贈り
物。日本の皆様に心をこめて
踊ります。
「メケ・アロハ
（愛を
込めて）」

日時＆演目＆会場：
「くるみ割り人形」12月22日（日）14：00（東京国際フォーラムホールＡ）
「くるみ割り人形」12月23日（月・祝）14：00（東京国際フォーラムホールＡ）
「バヤデルカ」12月26日（木）18：30（東京文化会館）
「バヤデルカ」12月27日（金）18：30（東京文化会館）
「新春特別バレエ」2014年1月2日（木）14：00（ゆうぽうとホール）
「新春特別バレエ」2014年1月3日（金）14：00（ゆうぽうとホール）
価格：Ｓ席「くるみ割り人形」
「新春特別バレエ」
13,000円▶ 11,000円
「バヤデルカ」13,000円▶ 11,000円
出演：タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ
＊未就学児童入場不可

9／30
（月）
締切

明治ブルガリアヨーグルト
PRESENTS 名曲の花束

ブルガリアが世界に誇る名
門室内合奏団と至宝のヴァ
イオリニストによる心を包み
こむ暖かな音色！
室内楽珠玉の傑作選！！

©HULA  Leʼ
a

日時：9月15日（日）12：00／16：30
9月16日（月・祝）11：00／15：30
会場：東京ドームシティホール
価格：Ｓ席 12,000円▶ 10,200円
出演：メリーモナーク フェスティバル上位入賞者団体（ハラ
ウ）
・個人
ナ・ホク・ハノハノ・アワード受賞者

8

KEIO CARD NEWS vol.29

日時：11月２日（土）
14：00
会場：東京芸術劇場 コンサートホール
価格：Ｓ席 5,000円▶ 4,300円
出演：ソフィア・ゾリステン／ミラ・ゲオルギエヴァ（Vn.）
予定演奏曲：J.S.バッハ／Ｇ線上のアリア、チャイコフスキー／
アンダンテ・カンタービレ、モーツァルト／アイネ・クライネ・
ナハトムジーク〜第１楽章、チャイコフスキー／弦楽セレナード
〜第２楽章ワルツ、サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン ほか
＊未就学児童入場不可
＊出演者、曲目、曲順が一部変更になる場合がございます。

（日）
締切

クリスマス・スペシャル・クラシックス
〜メサイヤ、第九＆アヴェ・マリア〜

圧 倒 的 な迫 力、歓喜と熱 狂
コーラス！
大編成の演奏に心が震え感
動に包まれる名曲ばかりを集
めたクリスマス・イヴ１日限り
の人気コンサートです。
豪華絢爛の特別プログラムを
お楽しみください。

日時：12月24日（火）
18：30
会場：東京国際フォーラム ホールＡ
価格：Ｓ席 10,000円▶ 8,000円
慶應カード特典：
「オリジナルＣＤ」
プレゼント
出演：ウクライナ国立歌劇場管弦楽団
合唱：The Metropolitan Chorus of Tokyo
予定曲目：ヘンデル／オラトリオ「メサイア」
より
＂ハレルヤ・コーラス＂

ベートーベン／交響曲第９番より＂歓喜の歌＂

シューベルト／アヴェ・マリア 他多数
＊未就学児童入場不可

8／29
（木）
締切

読響カレッジ 第４回

「オーケストラを聴きたい
けど忙しくて時間が取れ
ない」
「クラシック音楽の
初 心 者を 誘 って 行 き た
い」・・・そんなお客様の
声にお応えする《読響カ
レッジ》
。
忙し い 会 社 員 や 初 めて
オーケストラを聴く方に
も、お薦めのシリーズです。
19時30分 か ら 作 曲 家 に
ついての解説や、聴きど
ころなどのポイントを分
かりやすくご紹介し、20
時から演奏を始め、約1時
間に凝縮したプログラム
をご堪能いただきます。
日時：9月20日（金）
20：00
＊曲目解説トークが19：30頃から始まります。
会場：文京シビックホール
価格：Ｓ席 4,000円▶ 3,400円
指揮：下野竜也、管弦楽：読売日本交響楽団
曲目：
《芳醇なるブラームスの世界》

ブラームス／大学祝典序曲、ブラームス／交響曲第１番

メールマガジンの配信登録

塾員会員の方 ▶ 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。

9／19
（木）
締切

レチタ・カルダ
萩原健一「空海」

朗読活劇

萩原健一ついに初舞台！
現代の日本文化と思想の礎
となっている密教の開祖。
弘法大師空海は人々をどのよ
うにして救ったのか。
何を教え、何を感じ生き抜い
たか。
空海の一生の物語に四国霊
場を巡り抜いた萩 原健一が
迫る！

9／1

（日）
締切

三枝改メ
六代 桂 文枝 襲名披露公演

8／29
（木）
締切

国立能楽堂
10月企画公演

ご存じ『桂三枝』が上
方落語界の大名跡「桂
文枝」を襲名したお披
露目公演。
「六代目桂文枝」
として
ますます磨 きがかか
る創 作 落 語をお見 逃
しなく！

国立能楽堂提供

日時：10月19日（土）17：30
会場：上野水上野外音楽堂（上野恩賜公園内）
価格：全席指定 7,500円▶ 6,900円
出演：
［語り手］萩原健一
［演奏］スパニッシュ・コネクション
［舞］浅野瑞穂
＊未就学児童入場不可
＊野外ですが客席には屋根がございます。雨天決行。

9／16

（月・祝）
締切

いざな

市川海老蔵 古典への誘い
〜江戸の華〜
はな

高僧・得心僧都は、九州・鵜戸
（うど）
の岩屋で、鵜の羽を一方だ
け葺き残した小屋を見つけます。それは、遥かいにしえの神代、
豊玉姫が身籠もり神を産んだ場所でした。記紀神話を題材とし
て祝福に満ちた曲。
日時：9月28日（土）
14：00
会場：千葉県文化会館大ホール
価格：Ｓ席 5,800円▶ 4,900円
出演：桂  文枝
ゲスト：笑福亭鶴光、今いくよ・くるよ、桂きん枝
＊未就学児童入場不可
＊出演者は変更になる場合があります。

（木）
締切

伝統芸能をよりわかりやすく、多角
的に味わっていただこうと、市川海
老蔵自ら企画し2012年にスタートし
た
「古典への誘い」。今年のテーマは
「清元」です。三味線の伴奏による
浄瑠璃の中でもかなり高い音域を
使い、粋で軽妙な曲調を特色とする
清元は、歌舞伎の伴奏音楽として、
様々な演目の中で親しまれています。
今回の公演では清元の演目の中で
も対照的な「保名」と
「お祭り」の２演
目を市川海老蔵が踊ります。素顔の
海老蔵の口上や、清元の演奏のみで
行われる「玉屋」など江戸歌舞伎の
粋で華やかな世界をご堪能ください。
企画：市川海老蔵
協力：松竹
（株）
日時＆会場：10月16日（水）14：00（神奈川県民ホール）
10月17日（木）13：00／10月17日（木）
18：30
（文京シビックホール）
価格：Ｓ席 8,500円▶ 7,600円
演目＆出演：一、口上 市川海老蔵 二、清元素演奏「玉屋」
清
元菊輔社中 三、清元「保名」
市川海老蔵 四、清
元「お祭り」市川海老蔵

9／29
（日）
締切

東京フィル
10月演奏会

「一谷嫩軍記」
−陣門・組討・熊谷陣屋−
新歌舞伎十八番の内「春興鏡獅子」

8／29 10月歌舞伎公演

日時：10月9日（水）
13：00
演目：講演（予定）
、復曲能「鵜羽」
会場：国立能楽堂
価格：正面席 6,100円▶ 5,400円
出演：片山九郎右衛門
＊座席字幕付です（日本語・英語）

8／18
（日）
締切

国立文楽劇場９月特別企画公演
「田楽と猿楽−中世芸能をひもとく」

今回の特別企画では、
「那智の田楽」
「奈良豆比古神社の翁舞」
を上演致します。田楽と猿楽は鎌倉時代に大変人気を集めた
芸能ですが、現在はわずかに民族芸能の中で往時の姿を残して
います。舞台上演が非常に稀なふたつの民族芸能の同時公開を、
ぜひご覧ください。
忠義のために我が子を殺さざるを得ない熊谷次郎直実の悲劇。
直実を当り役としている幸四郎が、円熟の芸をお見せする
「一谷
嫩軍記」
。歌舞伎舞踊でも一、二を争う人気作品「春興鏡獅子」
での染五郎の華麗な踊り。どちらも必見です。
日時：10月 5 日（土）
12：00／10月20日（日）
12：00
10月25日（金）
16：00
会場：国立劇場
価格：１等Ａ席 9,200円▶ 7,800円
出演：松本幸四郎、市川染五郎 ほか

9／5
（木）
締切

日本フィル
コバケン・ワールドVol.5

炎のマエストロ、小林研一郎が
お送りする名曲集。小林らしい
熱い「皇帝」と故郷に思いをはせ
る叙情豊かな「新世界」をお楽し
みください。

演目＆出演：第１部／『那智の田楽』

出演：那智田楽保存会（和歌山県那智勝浦町）

第２部／『奈良豆比古神社の翁舞』

出演：奈良豆比古神社翁舞保存会（奈良県奈良市）
日時：9月23日（月・祝）
13：00
会場：国立文楽劇場（大阪）
価格：4,300円▶ 3,800円

9／29
（日）
締切

日本フィル
第207回サンデーコンサート

ラザレフが日本フィルと取組
む初めてのマーラーは、最高
傑作の交響曲第９番。目から
鱗が落ちる、数々の名演を続
けるラザレフならではのマー
ラーをお楽しみください。

トルコの鬼才とイスラエルの俊才
が奏でる魅惑のオリエンタリズム。

公演日時＆会場：10月25日（金）
19：00（サントリーホール）
10月27日（日）
15：00（Bunkamuraオーチャー
ドホール）
価格：Ｓ席 7,500円▶ 6,400円
指揮：ダン・エッティンガー、ピアノ：ファジル・サイ
曲目：ラヴェル／ピアノ協奏曲、リムスキー＝コルサコフ／交
響組曲「シェエラザード」
＊未就学児童入場不可
＊都合により出演者が変更となる場合がございます。
＊演奏中は会場内に入れませんので、お時間に余裕を持って
おこしください。

日時：10月5日（土）
14：00
会場：東京芸術劇場
価格：Ｓ席 6,500円▶ 6,200円
Ａ席 5,000円▶ 4,800円
指揮：小林研一郎（桂冠指揮者）
、ピアノ：仲道郁代
曲目：ベートーヴェン／ピアノ協奏曲第５番《皇帝》
、

ドヴォルジャーク／交響曲第９番《新世界より》
＊未就学児童入場不可

日時：10月27日（日）
14：30
会場：東京芸術劇場
価格：Ｓ席 7,500円▶ 7,100円
Ａ席 6,500円▶ 6,200円
指揮：アレクサンドル・ラザレフ（首席指揮者）

チェロ：横坂源
曲目：チャイコフスキー／ロココ風の主題による変奏曲、

マーラー／交響曲第９番
＊未就学児童入場不可
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慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト
『コジ・
ファン・
トゥッテ』
日吉キャンパスでは近年、日吉音楽学研究室が中心となって、
全学部の学生を対象に実践的な音楽の授業を幅広く展開してき
ています。そこには、オーケストラ、合唱、弦楽四重奏、そして最
近では、古楽器を用いた室内楽と古楽オーケストラの授業が存在
しています。学生たちは演奏しながら音楽を学んでいるだけでな
く、公開演奏会を催すことで、地域コミュニティーの文化啓蒙活
動に大きく貢献してきています。
このような背景の中、これまでとは一線を画す壮大なプロジェ
クトが誕生しました。総合芸術であるオペラの上演です。取り上
げられるのは、モーツァルトの晩年の傑作、
《コジ・ファン・トゥッ
テ》
（1790年初演）です。
《フィガロの結婚》および《ドン・ジョバン
ニ》を手掛けた、ロレンツォ・ダ・ポンテの台本による、いわゆる
モーツァルト－ダ・ポンテ三部作の最後を飾るオペラです。誰も
が楽しめる喜劇でありながら、そこにはモーツァルトの美しい旋
律で溢れ、かつ情熱的で感動的な音楽で満たされています。
今回のオペラ・プロジェクトは、慶應義塾大学未来先導基金の
2013年度公募企画に採択されただけでなく、住友生命保険会社

寄付講座事業、そして横浜市のクラシックヨコハマ並びに横浜市
アクション事業の一環として行われます。メイン・キャストを務
めるのは、公募オーディションの結果、100名を越す応募者の中
から選ばれた若手のプロの歌手。オーケストラ、合唱、舞台製作、
照明等は、すべて授業に参加している学生の手によります。学生
たちにとっては、このプロジェクトに参加することで、入念に準備
し高いレベルで企画を完遂する、そしてプロジェクトの一員とし
ての責任を自覚するということで、これからの人生において、必ず
多岐にわたって役に立つ貴重な経験となるでしょう。
公演は、慶應義塾創立150年を記念して日吉キャンパスに建て
られた、協生館内にある藤原洋記念ホールで行われます。この
500人規模の美しい音楽ホールは、類まれない素晴らしい音響設
備を持っています。このような環境でモーツァルトのオペラを体
験できるということは、慶應義塾ならではのイベントです。慶應
カード会員の皆様を対象に7月15日よりチケットの先行販売をい
たします（一般販売開始予定は9月2日）
。ぜひこの機会をお見逃
しなく。

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト《コジ・ファン・トゥッテ》
モーツァルト作曲《コジ・ファン・トゥッテ》全幕
（原語上演・日本語字幕付き）
公演日時：2013年12月21日
（土）
・12月22日
（日）・2014年1月4日
（土）
・1月5日
（日）
17時開演
（16時開場）
場所：慶應義塾大学日吉キャンパス協生館内藤原洋記念ホール
入場料：2,000円
（全自由席、未就学児童入場不可）
出演：安東玄人・上田真野子・沖山周子・加藤大聖・樺山晴子・川田早苗・黒田正雄・佐田
山千恵・佐藤優衣・清水実・塚田裕之・長谷川沙紀・松下聡子・三浦義孝・望月一平
慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクトオーケストラ・合唱団
総監督・指揮：石井明
（経済学部教授）
主催：慶應義塾大学教養研究センター・慶應義塾大学日吉音楽学研究室
問い合わせ：慶應義塾大学日吉音楽学研究室
045
（566）1359
（http://musicology.hc.keio.ac.jp）

慶應カード会員の皆様を対象に7月15日よりチケットの先行販売をいたします。
（一般販売開始予定9月2日）
P6をご覧下さい。

風景印をご存知ですか？
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。
慶應義塾前郵便局では
「慶應義塾図書館旧館と
三田通りから見た東京タワー」を意匠とした風景印を備えています。
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。
また、慶應義塾の切手も販売されていますので、ご興味のある方は
訪れてみてはいかがでしょう？
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寄付のための特別な負担は不要。いつものネットショッピングで簡単に寄付ができる。

行動が寄付になる新しいカタチ

「きふきふ」を使った寄付の仕組み

スタート！

慶應義塾

「きふきふ」とは、このページを経由してインターネットでお買い
物をされると、ご購入金額に応じて商品販売企業から還元された
成果報酬型広告費を慶應義塾に寄附する仕組みのサービスです。
寄付額が価格に追加される事もなく、登録料・手数料等も必要あ

会員の皆様
寄付

アクセス

りませんので、普段のお買い物にちょっとした作業をプラスして頂
くだけで、塾生たちの支援に貢献することが可能です。さらに、お
支払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

慶應カード

じての支援もできます。現在のところ寄付先は「慶應義塾東日本
大震災被災塾生特別奨学金」及び「慶應義塾大学奨学基金」とな
っておりますが、将来的には寄付先をお選び頂ける様な形にして

アクセス

いく予定です。なお、「きふきふ」は慶應カード会員のみならず慶
應義塾にご関心をお寄せ頂いている全ての皆様にご利用頂けます。
「

」でのお買物はこちらから

http://www.keiocard.com/kifukifu/
※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。また、慶應義塾及び、株式会社慶應学術事業会 慶應カード事務局は同サイト
内で提供される参加各社の商品・サービス等についての保証はしておりませんので、ご了
承ください。

きふきふ
商品購入・
サービス加入等

広告費

ショッピングサイト

神奈川近代文学館

生誕140年記念 泉鏡花展 ―ものがたりの水脈―
会期：2013年10月５日（土）～11月24日（日）
休館日：月曜日（10月14日、11月4日は開館）
「高野聖」
「婦系図」
「 歌行燈」
「天守物語」など数多くの名作で知られる泉鏡花（1873 ～ 1936）
。
硯友社の尾崎紅葉に師事して作家としての第一歩を踏み出した鏡花は、苦節を経ながら絢爛と
した独自の文学を築き上げ、その妖美で幻想的な作品群は、今なお多くの読者を魅了し、舞台
化・映画化され続けています。今回の展覧会で、鏡花の66年の生涯をたどるとともに、多面的
な鏡花作品から十数編の小説、戯曲をクローズアップし、
〈鏡花世界〉と呼称される文学への誘
いとします。また、神奈川・逗子を舞台とする代表作「春昼」
「春昼後刻」
「草迷宮」に焦点を当て、
作品を鑑賞していただくコーナーを設けます。会場では、慶應義塾図書館ほかの貴重なコレク
ションのなかから自筆原稿や遺愛品、鏑木清方、橋口五葉、小村雪岱らによる美しい装幀・口
絵に彩られた鏡花の著書などを展示、鏡花が紡ぎ出した〈ものがたり〉の水脈をたどります。

慶應カード特典
会員ご本人に限り団体料金を適用
＊観覧券購入時に慶應カードをご提示下さい。

一般 600円▶400円
65歳以上・20歳未満及び学生 300円▶200円
＊高校生100円（割引無し）、中学生以下は無料です。

鈴木華邨画『照葉狂言』
口絵

三越劇場で泉鏡花の代表作の一つ
『婦系図』を上演します。
チケットをお取り扱いしておりますので
ご興味をお持ちの方はP.8もご覧下さい。

泉鏡花

※読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。

〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町110 電話：045-622-6666 みなとみらい線 元町・中華街駅下車 徒歩10分 http://www.kanabun.or.jp/
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毎年多くのご応募をいただいている
チケットプレゼントに新チケットが登場！
今年度から、
「慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団」のコンサートご招
待を始めました。
「第62回東西四大学合唱演奏会」は6月30日に行われたため、
ご招待についてはメールマガジンでご案内しました。まだメールマガジンの配信
登録をされていない会員の皆様、是非この機会にご登録下さい。今回は11月17
日（日）
の
『第138回定期演奏会』
に20組
（40名様）をご招待します。

今回の
『第138回定期演奏会』
プレゼント
2013年11月17日（日）昭和女子大学人見記念講堂
チケット
指揮：佐藤正浩，村山俊介（学生）

開演16:00
慶應義塾ワグネル・ソサィエティー
男声合唱団は、1901年に創立され
た慶應義塾の文化団体連盟所属の音
楽団体で、現在部員約50人が所属
しています。主に年一回の定期演奏
会と、「六連」こと東京六大学合唱連
盟定期演奏会、「四連」こと東西四大
学合唱演奏会など数回の他大学合同
コンサート、そして国内外への演奏
旅行を中心に活動しています。その
独特の発声は「ワグネル･トーン」の
異名をとり、大学合唱団でも最高峰
の知名度と実力を認められておりま
す。入学式や連合三田会等の義塾公
式行事でも演奏しており、慶應義塾
を代表する合唱団でもあります。ま
た、オーケストラと並び「わが国最
古の音楽学校以外の学生音楽団体」
であり、創立112年と最も伝統ある
合唱団の一つとしても知られていま
す。出身OBには、かのダーク･ダッ
クスやオペラ歌手の笠井幹夫、堀内
康雄（藤原歌劇団）ら世界的音楽家と
して活躍している方も多数います。

曲目：草野心平作詩，多田武彦作曲／『草野心平の詩から』
谷川俊太郎作詩，松本望作曲／『天使のいる構図』
宮本益光作詞，加藤昌則作曲／『ふなたび』
～Ｒ. ワーグナー生誕200年を記念して～
作曲 R. Wagner，編曲 佐藤正浩／
歌劇『ローエングリン』より【男声版編曲初演】
※本ページ右下の応募方法にてご応募ください。
8月18日（日）締切（必着）

ワグネル男声合唱団について責任者の田中佑岳さんより一言
私は大学に入るまで、学校の授業以外では音楽に触れたことはありませんでした。
1年生の4月に当団の先輩に声をかけられたのをきっかけに、食事を御馳走してもらう
ことを目的に練習に顔をだしていました。5月になり、六連にて先輩方の演奏を聴く
機会がありました。何十人もの男達が本気で声を出したときの音圧、迫力に圧倒され、
彼らが作り出すハーモニーに心を震わされました。
それから3年が経ち、私は責任者となりました。私たちワグネル男声は、まずは自
分たちが歌うことを愛し、楽しむことを心がけています。そして同時に、演奏会に足
を運んでくださる方々にも我々の演奏を通して幸せな気分になって頂きたいと願って
おります。そのための練習量と質はどこにも負けないと自負しております。
私が1年生のときに味わった感動を、是非多くの方々に味わって頂きたいとの思い
から、この度はチケットプレゼントに参加させて頂きました。今まで音楽に興味をお
持ちでいらっしゃらなかった方も、是非ご応募ください。演奏会でお会いできること
を心よりお待ちしております。

今回ご応募
いただけるチケット
慶應義塾体育会野球部
秋季早慶野球戦へご招待
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。
応募締切

応 募方法

往復はがきにてご応募ください。

 希望の観戦チケット名、住所、氏名、電話番号、塾
必要記入事項 ご
員番号
（カード券面左下の番号9桁）
、カード会社名

返信

50組
100名様

お申込の方の
ご住所
お名前

2013年9月30日
（月）
（必着）

慶應義塾体育会蹴球部
早慶ラグビー戦へのご招待
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。
試合日時・場所
応募締切
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慶應義塾ワグネル・ソサィエティー
男声合唱団についてはこちらから
▶ http://www.wagner-society.org/

11月23日
（土・祝）
・秩父宮ラグビー場
2013年9月30日
（月）
（必着）
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返信のおもて

応募先

10組
20名様

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
往信のうら

〒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

●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。お確かめのうえご応募ください。

WEB明細に登録して
最大10万円GETキャンペーン
ご利用代金明細書に代えて、お支払金額の確定をメールでお知らせし、WEBで明細を
ご確認いただく「カードご利用代金WEB明細書サービス」
。今ならキャッシュバックが当たる登録キャンペーン実施中！

実施期間：６月１日～９月30日

要エントリー

抽選で最大10万円キャッシュバックが当たる！
キャンペーン期間中に、

１. 初
 めてカードご利用代金WEB明細書サービスにご登録
２. Vpassからキャンペーンにエントリー
３. ご登録いただいたカードで３万円以上のお買物
この３条件を満たされた方を対象に抽選。

Ａコース 10万円キャッシュバック........................................... 10名様
Ｂコース １万円キャッシュバック.......................................... 500名様

カードご利用代金WEB明細書サービスのメリット
▪郵送よりも早く、お支払金額を確認できる。
▪個人情報をそのまま捨てる必要がなく安心。
▪年会費が最大1,050円引きでおトク！*
▪ペーパーレスでエコに貢献。

エントリー・詳細はこちら

http://vpass.jp/eco/
●当選者の発表
１２月のご利用代金明細への表示をもっ
て代えさせていただきます。
［ご注意］●キャンペーン期間以前に、本サービスを登録さ
れたことのあるカードは対象になりません。●家族カード・
法人カード・一部提携カード会員の方は対象となりません。
●複数枚カードをお持ちの場合、カードごとのお手続きが
必要となります。●カードご利用代金WEB明細書サービス
は、お電話からお申込みになれません。

＊年会費割引には条件があります。一部割引対象とならないカードもございます。

～慶應カード初のプラチナをあなたに～
慶應 MUFG CARD
Platinum American Express®Card

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

●スーペリア・エキスペリエンス

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。

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。

●海外空港ラウンジサービス「プライオリティ・パス」

●確かな安心5つのプロテクション

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。
※お申し込み後、１週間から10日程度でプライオリティ・パス会員カードをお送り致します。

●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カード会員様お一人につきスーツケース１個を無料配送。

ご入会
特典
期間限定

・海外旅行傷害保険 最高1億円
・国内旅行傷害保険 最高5,000万円
・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
・国内・海外渡航便遅延保険 最高2万円

「慶應×PARKER×UNITED ARROWS」オリジナルボールペンをプレゼント
対象期間：平成25年10月31日（木）まで
※本入会特典は平成25年10月31日（木）までにお申込みのうえ、平成25年11月30日（土）までにご入会いただいた方の内、
先着順に100名様を対象とします。
※商品がなくなり次第終了となりますので、ご希望の方はお早めにご入会ください。
※本入会特典は、本会員様のみを対象とし、家族カード追加の場合は本入会特典の対象外とします。
※入会特典付与時点でご退会、お支払い遅延などによりカード利用を停止されている場合は本入会特典の対象外とします。
※プレゼントはクレジットカードとは別に慶應カード事務局よりお送りします。

〈入会申込書のご請求・お問い合せ〉

〈ご入会に関するお問合せ〉

慶應カード事務局
URL http://www.keiocard.com/
☎03-3453-3854 受付時間 8：30 ～１７：00（11：30 ～ 12：30除く）
（土日祝日、慶應義塾の休日は休み）

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（無休・年末年始は休み）

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。
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慶應カード（塾生
［学生］
）会員の皆様へ
海外旅行・留学にお出かけ前のご準備はお早めに
これから始まる夏休み。この期間を利用して海外旅行や語学留学等にお出かけになる方もい
らっしゃると思います。そんな皆さんに、クレジットカードを使う場合にご注意いただきたい
ポイントをご紹介します。

1 ご利用枠の確認をしっかりと！

〈カード会社連絡先一覧〉

通常、慶應カード（塾生［学生］）のご利用枠はショッピング10万
円となっています。
ご利用枠の増額及びキャッシングのご利用につきましてご希望
がある場合は、お早めにご契約カード会社にご連絡ください。

2 緊急連絡先を確認しておきましょう！

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

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

大 阪 06-7709-8555

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

あってはならないことですが、海外でクレジットカードのトラブルに遭った際は、すぐにカード会社に連絡をしましょう。
そのときになって慌てないためにも、あらかじめカード会社のWebサイトなどでお出かけになる地域の緊急連絡先の確認をおすすめします。

3 備えあれば憂い無し！

その他、海外旅行・留学に関して心配なことがありましたら、カード会社へご相談ください。また、業界団体では、「クレジットカードの
利用方法」という小冊子も作成していますので、是非ご活用ください。
▶ http://www.jcca-office.gr.jp/common/handbook.html

以上のポイントに十分気をつけていただいて、事故なく有意義なご旅行・ご留学を楽しんでください！

今後の
「慶應カードニュース」発行およびお届けについてのご案内
慶應カードニュースをご覧頂きありがとうございます。前号でご案内させていただきましたとおり、
「慶應カードニュース」は今
号よりリニューアルしてお届けさせていただきます。今までと大きく異なる点は下記の通りです。
・発行が年３回になりました。
・印刷物は年１回、塾員の方のみにお届けします。その他の回および塾生
（学生）
の方には電子配信となります。

塾員・教職員
会員の皆様

お届け

4月

５月

塾生
［学生］
会員の皆様

６月

電子配信

7月

8月

9月

電子配信

10月 11月 12月

電子配信

電子配信

1月

2月

3月

電子配信

※発行時期は現在の予定です

次回の「慶應カードニュース」発行は11月の予定です。次回の発行のご案内、及び最新情報は様々な媒体にてご案内していきますので、是非ご
登録・フォローいただければ幸いです。

公式サイト・
メールマガジン
http://www.keiocard.com/

メールマガジンの登録もこちらからどう
ぞ。塾員・教職員用メルマガと塾生［学生］
用メルマガがございます
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Twitter
http://twitter.com/keiocard/

公式サイトの更新情報やキャンパス内で
のキャンペーンをご案内してます

Facebook
https://www.facebook.com/keiocard
公式サイトの更新情報をはじめ、おすす
めのチケット情報等をご案内しています

▲ 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
月
月

日
日

慶應カード価格
：

〜

：

〜

①

円／枚

①

円／枚

枚
②
②

数
枚
枚

発送手数料

小

③

①×②＋③

③

①×②＋③

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

3.ご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
イベント名

期間

サンリオピューロランド

慶應カード価格

慶應カード夏休みスペシャルデー
パスポート
（入場＋フリーアトラクション）

2013年8月10日
（土）〜
2013年9月1日
（日）

①大人4,400円

慶應カード夏休みスペシャル入場券
（入場＋無料のショー）

2013年8月10日
（土）〜
2013年9月1日
（日）

①大中小人共通3,000円／2,700円／2,000円

①中小人共通4,000円／3,300円

①大人4,400円

2013年10月31日
（木）
まで有効

会員特別価格パスポート
レオナール・フジタ
ポーラ美術館コレクションを中心に
※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）

ダイアログ・イン・ザ・ダーク

①中人4,000円
①小人3,300円
① 一般（前売）1,100円

2013年8月10日
（土）〜
2013年10月14日
（月・祝）
8月31日
（土）まで予約受付

①大学・高校生（前売）700円
①中学・小学生（前売）400円
①共通：5,000円
① 一般1,500円

特別展 京都
洛中洛外図と障壁画の美

2013年10月8日
（火）〜
12月1日
（日）

①大学生1,200円
①高校生900円

→ 2,400円／枚
→ 2,300円／枚
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

＊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

枚

②

1,000円／枚
3,600円／枚
3,300円／枚
2,700円／枚
1,050円／枚
670円／枚
380円／枚
4,300円／名
1,300円／枚
1,000円／枚
700円／枚

小

計

①×②

円

①×②

円

①×②

枚
②

枚

②

枚

②

枚

②

枚

②

枚

②

枚

②

名

②

枚

②

枚

②

枚

200円
合

円
①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円
上記+200円

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
□三井住友
□UC
□DC
□MUFJ
（旧UFJ）
□NICOS
□OMC

カード会社
カード番号

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 2013年8月10日
（土）〜2013年8月18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、夏期休業中の
受付分は8月19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８月31日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。
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INFORMATION

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

トラベルクーポン

有機無農薬中国茶

10 名様

1名様

自社農園栽培の茶葉をはじめ、中国各地の
有機無農薬中国茶を扱う
『馨華』
より
「千年之
香」
（4000円相当）
を1名様にプレゼント。

『慶應カードトラベルデスク』
（トッパントラベル）でご利用いただける
3,000円分のトラベルクーポンを10名様にプレゼント。
※発行日より６ヶ月間有効。
※慶應カードトラベルデスクでのみ利用可能。
※慶應カード会員特典のパッケージツアー３〜５％割引と併用可。
（提供：株式会社トッパントラベルサービス様）

（提供：有限会社馨華様)

1組
2名様

『タイムズ スパ・レスタ』
入館券

5組
10 名様

生誕140年記念 泉鏡花展
招待券

P.4でご紹介した
『TimesSPA RESTA
（タイムズ スパ・レスタ』
の入館券を1組2名様分
（5,040円相当）にプレゼント。

P.11でご紹介した
『生誕140年記念 泉鏡花展』
の招待券
5組10名様分
（1200円相当）
をプレゼント。

（提供：タイムズ24株式会社様）

（提供：神奈川近代文学館様）

応募方法

官製はがきにてご応募ください。

 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
応募先

ハローキティグッズ

応募締切

2名様

ハローキティのグッズを2名様にプレゼント。
P.9でチケットをご紹介しています。

2013年9月30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。

（提供：サンリオピューロランド様）

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。

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折に、義塾の

46都道府県・353名を採用いたしました。

教育・研究活動を財政面から支援する目的で設立され
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
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
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。

編 集
後 記

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

お待たせしました。慶應カードニュースVol.29をお届けいたします。
今回より、大幅にページ数を増やし、また、お届け回数や方法も変わります。
これまで以上に、皆様の生活の様々なシーンでお役に立てるよう
事務局一同努めてまいりますので、より一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

KEIO CARD NEWS vol.29

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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 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
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