KEIO

Card News

［慶應カードニュース］
http://www.keiocard.com/

P2

プレミアムサービスのご提供を開始

P3

南三陸支援ノベルティを製作

P4-5

新規協力店のご案内  他

P6-12

鑑賞ご優待チケット

P14

塾生の皆さんへ  他

P15

チケット申込書

P16

慶應インフォメーション

30

Vol.

慶應カードプレミアムサービスのご提供を開始！
「慶應カードプレミアムサービス」をスタート
慶應カードでは「独自サービス」をご提供させて頂いておりますが、この
度、さらに便利にご利用頂くためにプレミアムカードをお持ちの方を対象
とした
「慶應カードプレミアムサービス」をスタートしました。
第１弾は、多くの皆様にご利用頂いております慶應丸の内シティキャン
パス主催の『夕学（せきがく）五十講』へのご招待です。『夕学五十講』担当者
がお勧めする講演へご招待します。ご招待講演、締切等はブログおよびメ
ールマガジンでご案内します。この機会にぜひ、メールマガジンの配信に
ご登録下さい。
慶應カードプレミアムサービスの詳細およびご応募はこちらから
http://www.keiocard.com/sekigaku/
メールマガジンの配信登録はこちらから
https://www.keiocard.com/mag/

「慶應カードプレミアムサービス」対象カードのご案内
現在のところ慶應カードプレミアムサービスは「慶應 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス ・カード」をお持ちの会員様を
対象にご提供しております。「慶應 MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス ・カード」はプラチナならではの高品質なサービ
スはもとより、持つ方にふさわしい特別な寛ぎや喜びをお届けいたします。

サービス・特典

プライオリティ・パス

100以上の国や地域、300以上の都市で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（通常年会
費：399USドル）でご利用いただけます。

手荷物空港宅配サービス

海外旅行のご出発ならびにご帰国の際に、カード会員様お一人につきスーツケース1個を無料で配送いたします。ま
た、海外旅行で必要のない衣類（防寒具）などを空港サービスカウンターで無料でお預かりする「コート（防寒具）
預かりサービス」もございます。

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予約や、海外のミュージカル等のチケット手配、緊急時の支援まで、最上のホスピタリ
ティを提供します。世界中のほとんどの国から24時間、無料通話またはコレクトコールでご利用いただけます。

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特別なご優待
をお愉しみいただけます。

アメリカン・エキスプレス・セレクト

日本をはじめ、世界100ヶ国以上、8,000を超える選りすぐりの特典をお楽しみください。トラベル＆レジャー、レ
ストランショッピングの3つのカテゴリーで、約10％〜70％割引のご優待を中心としたさまざまな特典がご利用いた
だけます。Hertz #1 Club Gold® 他

ご入会資格、保険等の詳細はこちら▶ http://www.keiocard.com/alumni/lineup/mufg.html
入会キャンペーンを開催中！
2013年12月31日（火）までにお申込いただき、2014年1月31日（金）までにカードが発行された方の中から抽選で５名様に慶應義塾公式グッズのPARKER
オリジナルマルチペンをプレゼントする入会キャンペーンを行っております。抽選に外れた方にも三菱UFJニコスギフトカード3,000円分プレゼントします
ので是非この機会にご入会下さい。

「慶應丸の内シティキャンパス」とは
慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）は、慶應義塾の社会人教育機関として2001年4月にオープンしました。東京・丸の内にメイ
ンキャンパスを構え、新時代に対応する「知の創造・交流活動」を促進する拠点として、年間19,000人のビジネスパーソンが学んでいます。

『夕学五十講』とは
慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）が主催する定例講演会です。前期
（4月〜 7月）
、後期
（10月〜 2月）の期間に各25講演、
年間で50講演を開催しています。「時代の 潮流と深層 を読み解く」というコンセプトから設定された8つのクラスターにもとづき、
前期・後期の開催期ごとに、講演テーマ・講師を選定しています。講演は、平日の夕刻18:30に始まり、90分間の講演と30分間の質
疑応答で構成され、講師は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招きま
す。一講演から自由に選択できますので、興味のあるテーマを集中的に聞く、あるいは幅広い分野から情報収集するなど、さまざま目
的に利用できます。とかく仕事に埋没しがちなビジネスパーソンにとって、自らの知と感性の新しい領域を切り拓く絶好の機会として
活用されています。2013年後期は長谷部 葉子氏(慶應義塾大学環境情報学部 准教授)、宮崎 辰氏(ジョエル・ロブション プルミエ メ
ートル ドテル)、菊池桃子氏(戸板女子短期大学客員教授他)などが登壇します。

『夕学五十講』詳細はこちら▶ http://www.sekigaku.net/
なお、応募資格は現在のところ「慶應MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレスⓇ・カード」
をお持ちの会員様となります。
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慶應カードに新しいグッズが登場！

南三陸の工場にお邪魔してきました！
このたび、慶應カードに、新しいプレゼントグッズが登場しました。それが、南三陸にある「慶應
義塾の森」の間伐材を使用し、南三陸の工場で地元の方々に作って頂いた「スマホスタンド」です。
今回、慶應義塾らしいプレゼントということと、少しでも南三陸のことを皆様に知って頂こうと思い
慶應義塾維持会と共同で製作させて頂きました。
南三陸町の中心地からちょっと山側に入ったところにある廃校となった中学校の２階にその工場は
ありました。この工場では地元の皆さんがレーザー加工機で必要な形に切り取るところからから最終
的な包装作業まで行っています。
工場見学の後、南三陸工場で陣頭指揮を執られているフロンティアジャパン株式会社代表取締役
の額賀泰尾さんに南三陸に工場を設置した経緯と今後についてお伺いしました。

提供：フロンティア
ジャパン㈱様

フロンティアジャパンはもともとロジスティクスの会社でしたが、併せてノベルティのアセンブリ（封入）作業等も請け負っていました。
その後、自社でノベルティを企画・製作するようになり、当初は中国で製造していたそうです。しかし７年前のあるとき高知県で山の
現状を見る機会があった際、
「木は切っていかないと育たない」という事を聞き、小さい頃から「木は切ってはいけない」と教えられて
きた額賀さんは衝撃を受け、その後に国産材を使ったノベルティグッズの企画を思いつかれたとのことです。最初は福井県鯖江市の工
場で生産を開始、やがて第２工場の増設を検討しましたが、その直後に東日本大震災が発生して計画は一時中断。復興支援として、
南三陸町での工場設置を決断し、廃校となった中学校の教室を借り受けて2012年から製造をスタートしました。当初はなかなか受注
に繋がりませんでしたが、日本人や企業、国・地方自治体の環境意識の変化、さらに、同社の地道な努力が功を奏し、今では、ソネッ
ト株式会社（So-net）や株式会社NTTドコモ、全日本空輸株式会社等の企業の森か
ら出てきた間伐材を利用したノベルティグッズの製作も受注するようになりました。今
年は南三陸工場での累計受注数が70万セットを超え、忙しい毎日だそうです。額賀さ
んは「間伐材を利用したグッズが多くの人の手に触れる機会ができることにより、森の
現状を知っていただいて、やがて家を建てるときに『国産材を使おう』と思っていただ
ければうれしい」とおっしゃっています。また、
「当初は復興支援という形で始まったが、
震災から２年、もう次の段階に入っていかなければならないと思う。現在レーザー加工
左
右

フロンティアジャパン㈱ 額賀代表取締役
慶應カード事務局たけもと

機は４台体制だが、将来的には10台体制まで持って行きたい」と末永く南三陸の地に
根付いていきたいと強い決意を述べられておりました。

今回、南三陸工場にお伺いして、スタッフの皆様が楽しそうにお仕事されて
いる姿がとても印象に残りました。
南三陸をはじめとした東北の各地域は新たなスタートを踏み出したばかりで
す。その新たなスタートを少しでも応援できるように、私たちにできることをこ
れからもいろいろな形でご紹介をしていこうと考えております。そして、是非一
度東北までお出かけ下さい。

2013.7.13取材

南三陸工場のみなさん

「オクトパス君」
南三陸にはかわいいゆるキャラがいるのをご存じで
すか？その名も「オクトパス君」！「南三陸の志津川湾
で平和に暮らしていたけど、ある日津波で流されてしま
ったんでチュー。ぼくを拾ってくれた学生が机に置くと
（オクト）試験にパスしたことから、みんなぼくに合格
を祈るようになったんでチュー。撫でてくれると恩返し
をするでチュー。
」だそうです。
もともと南三陸町は水産資源が豊富な場所で、タコ
の名産地だったそうです。 街では震災前からこのタコ
南三陸復興タコの会

電話：0226-46-5153

をモチーフとしたキャラクターグッズを製作していまし
た。震災により工場は流されてしまいましたが、もう一
度街を復興させたいという方々の輪が広がり、フロン
ティアジャパン㈱と同じ廃校となった中学校を活用して
製作活動を続けられています。今回あまりにもかわい
かったので、たけもとが自腹で買ってきてしまいました
<^̲^;; 南三陸の材木を利用したオクトパス君グッズと
今回製作したスマホスタンドと一緒にしてプレゼントさ
せて頂きます。是非ご応募下さい！（P16をご覧下さい）

オクトパス君

URL http://ms-octopus.jp/
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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。

鳥取いなば

有隣荘
飲食

「有隣荘」は鳥取市東部に位置し、
＂因幡地方＂の大庄屋であった
「西尾邸」とし
て知られています。建屋は大正期に建てられた大型の近代和風建築で、池泉
回遊式の名庭園が見事です。また、鳥取藩主であった池田家より拝領した茶
室も見どころとなっており、平成25年３月に国の登録有形文化財に登録されま
した。現在は料亭として四季折々の鳥取の味覚をご提供しております。有隣
荘ならではの味と真心こもったおもてなしでお迎えいたします。

優待内容

［所在地］
鳥取県鳥取市国安895
［電話］
0857-53-2686
［営業時間］
ご昼食・11：00～14：00／ご夕食・17：00～21：30
［定休日］
木曜日
（その他不定休あり）
［URL］
http://yurinsou.com/

■ 慶應カードのご提示またはご利用で基本お食事代金より10％割引
（お飲物、別注品は割引対象外）
＊２名様より２日前までの完全予約制です。
＊お電話にてご予約下さい。
＊ご予約時に
「慶應カード会員優待利用」
とお伝え下さい。

カレコ・カーシェアリングクラブ
専門店

カレコ・カーシェアリングクラブは、クルマを最短30分から、いつでも使えるサ
ービスです。ステーションは
『三井のリパーク』
に続々オープン！
≪ご利用方法≫
①まずはPCやケータイで予約をします。首都圏に700台以上あるクルマが全
てご利用可能です。ベンツやアウディなどの輸入車や86、CR-Zなどスポーツ
カータイプのクルマもご用意しています。
②予約の時間になったら、ステーションへ。
③お手持ちの携帯やICカードでクルマのドアロックを開錠したら、スグに出発
できます。
慶應カードをお持ちの方なら《慶應カード会員様特別料金プラン》でご入会が
可能です。

優待内容

キャンペーンページ

■適用開始から4年間、慶應カード会員様特別プランをご提供します。

http://www.careco.jp/cp/keio/
※特別キャンペーンはキャンペーンページ経由でお申し込みいただいた場
合のみ適用されます。

平日 慶應カード会員様
初期費用

月会費

入会金

平日
車種

2,980円

※１会員につき１度のみの適用となります。４年を越える期間の延長や再適用はできま
せん。
※適用期間後は、プラン変更や休会・退会のお申し出がない場合、自動的にバリュープラ
ンに移行いたします。他のキャンペーンとの併用はできません。

特別平日割引

休日（通常の学生プランと同等）

時間料金
10分

休日

パック料金
3時間

6時間

12時間 24時間

夜間

車種

時間料金
10分

パック料金
3時間

6時間

12時間 24時間

夜間

▶

コンパクト
￥100
ノート、
ヴィッツなど

コンパクト
￥170
ノート、
ヴィッツなど

ミドル
￥120 ￥1,800 ￥3,500 ￥4,500 ￥6,000 ￥2,500
フリード、
ヴォクシーなど

ミドル
￥190 ￥2,000 ￥4,000 ￥6,300 ￥7,800 ￥2,500
フリード、
ヴォクシーなど

エコ
プリウス、 ￥130
インサイトなど

エコ
プリウス、 ￥200
インサイトなど

￥5,300 ￥6,800

4,980円
▶

※学生4年間
※学生以外
3ヶ月

0 0
円

4

円
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￥6,800 ￥8,300

慶應カード協力店の検索は

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

PUMA Store Online（プーマ ストアオンライン）
専門店

PUMAStoreOnlineは、プーマジャパンが公式に運営するショッピングサイトです。
スポーツライフスタイルブランドであるプーマならではの豊富なラインアップには、
サッカー、ランニング、モータースポーツ、ゴルフといったアイテムはもちろん、スニ
ーカーやアパレルなどのライフスタイルのアイテム、そしてアレキサンダー・マックイ
ーンプーマ、プーマバイミハラヤスヒロなどのデザイナーとのコラボレーションな
どを含み、プーマの全カテゴリーを網羅する直営オンラインショップです。

［URL］
http://store.puma.jp/
※ご利用には会員登録が必要となります。

優待内容
■ 直営オンラインストアでショッピングされると
クーポンID
（bb1306-687685-852569）
の入力で
表示価格よりディスカウント。
通常価格：20%OFF セール価格：10%OFF

神奈川近代文学館
「文学の森へ 神奈川と作家たち」展
第２部 芥川龍之介から中島敦まで（大佛次郎没後40年記念特設コーナー）

慶應カード特典
会員ご本人に限り団体料金を適用

会期：11月30日（土）～2014年1月26日（日）
※月曜休館

＊観覧券購入時に慶應カードをご提示下さい。

12月23日、1月13日は開館、12月28日（土）〜2014年1月4日（土）は休館

日本が軍国主義を推し進め世界と対立、ついには崩壊へと至る関東大震災から敗戦まで ――芥川龍之
介の衝撃的な死に始まるこの激動の時代、それぞれの生き方、文学の道を選んで活躍した中島敦まで
13人の作家をとりあげます。

〈企画展・収蔵コレクション展13〉
生誕90年 黒岩重吾展

※65歳以上・高校生は通常料金100円、中学生以下無料

現代小説の代表作
『背徳のメス』原稿
1961年(昭和36)、第44回直木賞
を受賞。神奈川近代文学館蔵

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。

会期：2014年2月1日（土）～3月30日（日）

企画展400円▶団体料金300円
65歳以上・学生ともに
200円▶団体料金150円

※月曜休館

｢背徳のメス｣ など人間の心の闇を鋭く捉えた現代小説。そして ｢天の川の太陽｣ な
ど史上の人物を、ロマン豊かに描いた古代史小説。戦争、難病、借金…波乱の人生
経験を糧に、
多数の人気作を生んだ黒岩重吾（1924 〜 2003）の文学世界を紹介する。

常設展250円▶団体料金150円
学生150円▶団体料金100円

吉野ヶ里遺跡で
1989年
（平成元）４月１日

※高校生は通常料金100円、中学生以下無料

〒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/

「社中交歡 萬來舍」をご利用下さい
三田キャンパス南校舎3階にある「社中交歡 萬來舍」
（しゃちゅうこうかん ばんらいしゃ）は落ち着いた雰囲気のラウ
ンジです。懇親会、忘年会、新年会のご予約も承ります。各三田会をはじめ塾員同士の会合・打合せ等にご利用下さい。

懇親会のご案内

お弁当のご案内（会議室のみ）

小人数
（4 〜 20名様）
からの懇親会、忘
年会、新年会のご予約を承ります
（平
日17：00から、土曜日は終日ご提供）
。
当店お勧めのセットメニューです。お
料 理8品
（ 日 替 わ り の 洋 食 ）で3,500円
（税込）でご利用いただけます。また、
お一人様500円の追加でパスタまたは
ピラフをご用意します。2014年3月31
日までのご提供となります。営業日3
日前までにご予約下さい。

各 種 会 合、 会 議 に お 勧 め で す。1,260円 〜
3,000円までご予算に応じてご用意いたしま
す。2014年3月31日までのご提供となります。
営業日3日前までにご予約下さい。

2014年1月10日
（金）の
営業について

2014年の福澤先生誕生日は11：00
〜 17：00まで営業いたします。限定
メニューのご提供となり、会議室
（個室）
の貸し出しはございません。

◆慶應カード特典◆

ご入館時にご提示いただくこと
により、お名前のご記入等が不
要となります。飲食代金の5％
を割引
（個室利用料等には適用
されません）
。

■施設概要・営業時間■
三田キャンパス南校舎（3階） 席数（ラウンジ）
： 63席 個室3室（有料）：個室1（12席）
、個室2（12席）
、個室3（16席）
営業日・営業時間 月曜日～土曜日 11：00～21：00（ラストオーダー20：45）
※日曜日、祝祭日、夏季一斉休暇、年末年始一斉休暇および大学入試期間等の義塾が定めた休業日を除きます。開校記念日（4月23日）、三田祭（準備日含む）
、
福澤先生誕生日（1月10日）などは諸事情により臨時休業する場合や、営業終了時刻を繰り上げる場合がありますので、社中交歡 萬來舍スタッフにお尋ねください。
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海外在住塾員のレポートや、季節のおすすめ情報をご紹介いたします。

ほ う や の ロ ンド ン 便 り

番 外 編

ケースに入れられたトリュフの姿はまるで宝石のよう。観光客の
みならず、厳しい目で吟味する地元のグルメ、食のプロたちもたく
さんいますから、お祭りの賑やかさのなかにも真剣な雰囲気が
漂っています。それもそのはず、白トリュフは100gで約300～400
ユーロ（日本円で約4～5万円ちょっと）が相場という高価なもの

白 ト リュフで
ヨーロッパの秋 を 楽 し む

ですから、売る側も買う側も真剣そのものです。
会場の奥には、新鮮な白トリュフとピエモンテ州で有名な赤ワ
イン、バローロを一緒に楽しむことのできるブースもあります。こ
こでは、シンプルな目玉焼きにトリュフスライサーで卵が見えなく
なるくらいにかけられた白トリュフを味わうのが絶品。トロリと
した濃厚な黄身と淡泊な白身が、白トリュフの香りをより一層引
き立てます。
会場には、トリュフのみならず地元のワインやお菓子を並べた
ブースも多くあり、目移りするほどです。特に、この季節はトリュ
フと並んで旬と言われるポルチーニ茸を並べたブースも目立ち、
これまたイタリアの食を堪能することができます。食べることが
大好きな人々が溢れる会場の活気とともに、目で鼻でそして舌で
…とすべてをフル稼働させながら、ヨーロッパの秋を楽しんだ1日
となりました。
（ほうや）

ケースに並べられた白トリュフ

ヨ

ーロッパ秋の風物とも言われるトリュフ。なかでも白トリュ
フは、黒トリュフに比べて一段と香り高く、人工栽培ができ

ないこともあって貴重なものとされています。

多くの人でにぎわう会場

この秋、白トリュフの産地として有名なイタリア北西部アルバで

目玉焼きに白トリュフをたっぷりと

開かれる白トリュフ祭りに行ってみました。アルバは、アルプス
山脈をはさみフランスに接した北イタリアの西部、イタリアの穀
倉地帯とも言われるピエモンテ州にあります。州都トリノからは
約60km。電車で、建物などほとんどない肥沃な大地をひた走り
約1時間という小さな田舎街です。
白トリュフ祭りは今年で第83回目となる由緒あるもの。毎年
10～11月の1ヶ月間にわたって開催され、芳しい香りとともに、世
界中から希少な白トリュフを求める多くの人で街はにぎわいます。
街の中心に設置された会場に一歩入るやいなや、白トリュフの
野性味あふれる香りがいっぱいに広がり、鼻孔がくすぐられま
す。会場には、各生産者がそれぞれブースを構え、ひとつひとつ
丁寧にトリュフを並べています。香りが逃げないようにと、ガラス

筆者 ほうや プロフィール
1997年慶應義塾大学文学部卒。2013年3月まで慶應丸の内シティキャ
ンパス（慶應MCC）にてラーニングファシリテーターとして勤務。現在
は家族の仕事に伴いイギリス・ロンドンに在住。ロンドンから欧州各
地を旅しヨーロッパの文化を楽しんでいます。慶應MCCメールマガジ
ン【てらこや】
では「ほうやのロンドン便り」
を掲載中。

慶應MCC通信【てらこや】
慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）が、
「学び」を改めて見直すき
っかけとなるようなさまざまな情報の提供を目的に発行しているメー
ルマガジンです。毎月原則第2火曜日に配信しています。
配信登録はこちらから▶http://www.keiomcc.net/terakoya/

冬には体を温める青茶や紅茶を
お茶は製造工程の中の発酵度合いによって六種類に分類され、そのほかに

り高いお茶をお届けしています。極上の烏龍茶に紅い玉蘭の花びらが彩り

再加工茶
（花茶・工芸茶）
があります。それぞれに味・香・成分が異なるほか、

を添える
「虞美人」
、黄山で手摘みした紅茶を、香り高い真珠蘭花で香りづけ

含まれる栄養成分と薬効が異なり、お茶の発酵度で体を温める効果も違い

した
「七彩虹」
などは体を温めてくれるだけではなく、香りがリラックスももた

ます。発酵度が高いものは、体を温め

らします。中国茶は二煎、三煎と飲み進め、味わいの変化を楽しむことがで

エネルギーを与え、発酵度が低いお茶は
体を冷やし、解毒効果も高くなります。

きます。冬の夜などにゆっくりと味わってみてはいかがでしょう。
（茶文化研究家・有限会社馨華代表取締役秦国力）

発酵度が低い順に緑茶、黄茶、白茶、黄

■慶應カード特典

茶、青茶、紅茶、黒茶となります。これか

2014年3月31日まで、入会金・年会費無料でネットショッピングをお楽し
みいただけます。
馨華ネットショップhttp://www.xin-hua.jp/
ID：china10tea／パスワード：1126を入力してログインしてください

らの季節には青茶（烏龍茶など）や紅茶
がお勧めです。馨華
（しんふぁ）
では、有
機認証の中国茶に蘭を贅沢に使った薫

※読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。
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今回ご応募
いただけるチケット

応 募方法
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

お申込の方の
ご住所
お名前

20組
40名様

第211回定期演奏会

返信のおもて

2014年2月15日
（土）19：00開演
会場：サントリーホール大ホール
指揮：大河内 雅彦
曲目については、詳細が分かり次第、慶應カードWebサイトにてご案内いたします

応募先

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。

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

返信

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
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。

往復はがきにてご応募ください。

応募締切
・
当選発表

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
●ワグネル・ソサィエティー
2014年1月19日
（日）
（必着）

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

20組
40名様

2014年3月1日
（土）
～3月31日
（月）
（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。

●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。

半沢直樹シリーズ最新作が読める
『週刊ダイヤモンド』の定期購読
ただ今、創刊100周年キャンペーン実施中！
慶應カード会員の方は、ダイヤモンド社発行の『週刊ダイヤモンド』を割引価格で
定期購読いただけるうえに、創刊100周年キャンペーン期間中にお申し込みいただ
くと、お好きな書籍セットをもれなくプレゼント！このチャンスをお見逃しなく。
詳しくはこちら

http://drc.diamond.co.jp/lp/corp/keiocard/

問い合わせ先

ダイヤモンド・サービスセンター
0120-700-853
（受付／9:00～18:00土日休）
３種類からお選びください

Aセット

「ザッポス伝説」

「マインドマップ
問題解決」

Bセット

「スタバでは
グランデを買え！」

「神様の女房」

Cセット

「餃子屋と高級フレンチ
では、どちらが儲かるか？」

「采配」

〈PR〉
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祝・世界遺産登録 「富士山」
6月22日にUNESCOの世界遺産に登録された富士山は日本を代表する山として世界に広く知られています。古来よ
り富士信仰が育まれた霊峰であるとともに、葛飾北斎の富嶽三十六景などに代表される芸術上の主要な題材とし
て、日本国内のみならず国際的にも大きな影響を及ぼした文化的景観を形成しているとして、周辺にある25の構成
遺産とともに「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」という名称での登録となりました。今回はそんな富士山のユニー
クなイベントやエリア内にある協力店、富士山から生まれた
「慶應の水」をご紹介します。

富士山の周りを歩いてめぐる
約193kmある富士山の周りを歩くというイベントがあるのをご存知ですか?日本富士山協会が主催している
「富士山一周ドリームウォー
ク」がそれで、12ステージ
（12ヶ月）に分け、１回当たり平均約16kmを歩くものです。コース中には今年度登録された世界文化遺産の構
成資産も数多く入っているので、四季折々の富士山、その周辺の風景や街並みを眺めながら歩き、歴史や文化に触れることができま
す。ドリームウォークの第1ステージは10月に始まりました。各ステージともに週末と平日の月2回開催されているのでライフスタイル
に合わせた参加が可能です。東京・埼玉・神奈川の主要駅発着に加えて山梨・静岡からの発着プランもあります。1回だけの参加も可
能で、例えば2014年1月
（第4ステージ）は 11日
（土）、14日
（火）
の開催で、御殿場高原・時之栖から三嶋大社までの約20kmとなっていま
す。興味のあるコースに申し込まれてみてはいかがでしょう。

コース等の詳細はこちらから

http://www.fujiyama-tour.jp/dreamwalk.html
旅行企画・実施 富士急トラベル
東京・神奈川・埼玉発：富士急トラベル ツアーセンター首都圏
電話：03-3376-8721
山梨発：富士急トラベル 甲府支店
電話：055-228-1000
静岡発：富士急トラベル ツアーセンター静岡
電話：055-962-7300
※受付時間はいずれも平日9：00〜18：00 土日祝日休業

富士山で使える慶應カード特典
富士山の中に「慶應カード協力店」があります。
「富岳風穴」と「鳴沢氷穴」で、864年の富士山噴火が作りあげた溶
岩洞穴で国の天然記念物にもなっています。
「富岳風穴」は総長201ｍの横穴式で、青木ヶ原樹海の豊かな緑に囲まれた富岳風
穴。風穴内の平均気温は3度ということから天然の冷蔵庫ともいえます。昭和初
期までは、蚕の卵の貯蔵に使われていたそうです。総延長201m、高さは8.7mに
およぶ横穴で、内部は不思議と音が反響しません。これは壁の玄武岩質が音を
吸収する性質をもっているためです。所要15分の見学コースでは、夏でも溶けな
い氷柱や、溶岩棚、縄状溶岩などが見られます。
（山梨県南都留郡富士河口湖町西湖青木ヶ原2068-1）
「鳴沢氷穴」は青木ヶ原樹海の東の入口に位置し、年間を通して観光客が絶えませ
ん。153ｍのたて穴式で環状型なので内部を１周することが可能です。真夏でも
万年氷を見ることができますが、氷柱は４月ごろに最も成長し、年によっては直径
50㎝、高さ3mに達することもあるそうです。氷穴のある鳴沢村の樹型溶岩群は
スパイラクル（溶岩水蒸気噴気孔）の数では世界有数といわれ地質学上でも貴重
な存在となっています。
（山梨県南都留郡鳴沢村8533）

慶應カード特典
観覧料の割引：大人280円 ▶ 250円

小人
（小学生）130円 ▶ 100円

※
『FUJIYAMA倶楽部』としてのご優待となります。
※小学生以下無料
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協力：FUJIYAMA倶楽部／富士急トラベル

富士山麓の「慶應の水」
「慶應の水」は、社会・地域連携活動に関する慶應義塾の新たな取り組みのひとつとして、湘南藤沢キャンパス
（SFC）
の学生と玉村雅敏
（総合政策学部准教授）研究室が行った富士山麓（山梨県富士吉田市）の地下水を用いた地域活性化に関する調査研究や、鹿園直建
名誉教授（元理工学部教授）による富士吉田市の地下水の水質や年代等に関する調査研究の成果をもとに企画されました。売上は
地域活性化の諸活動や奨学資金に活用されます。長い年月をかけて雨水が浸透することで、火山岩から溶け出したミネラル分がほ
どよく含まれた、ほのかに甘みを感じるおいしい水になっています。

「慶應の水」
は下記でお求めいただけます
（500㎖／1本100円／税込）
三田キャンパス：創立150年記念事業室
日吉キャンパス：コミュニケーション・プラザ
湘南藤沢キャンパス：カフェテリア
「レディバード」
慶應大阪シティキャンパス
三田、日吉、矢上、信濃町、湘南藤沢の各キャン
パス内自販機
慶應義塾公式グッズページでは通信販売
（24本入り1箱3,000円／税・送料込）を行っております。
http://keiogoods.jp/

こんな諭吉を見たことあるか?!
夜明け に向かって
青年・諭吉は駆ける! 駆ける!
福沢諭吉生誕150周年特別企画として1985年に放送されたスペシャル
ドラマ＂幕末青春グラフィティ 福沢諭吉＂が初DVD化!主演の中村勘
三郎
（五代目中村勘九郎）
への追悼として一周忌に合わせて発売開始！
福沢諭吉生誕150周年特別企画として1985年に放送されたスペシャルドラマ＂幕末青春グラフィティ 福沢諭吉＂は、河合義隆演出で
1982年に人気を博したドラマ「幕末青春グラフィティ 坂本竜馬」に続く＂青春グラフィティ＂シリーズ第2弾として製作されました。後
の偉人・福沢諭吉は封建社会の中でいかに＂独立自尊＂の精神に目覚めていったのか。若き血燃ゆる青春時代、諭吉の恋や友情、仲
間たちのエピソードを、ビビッドに明るいタッチで描いた、それまでの偉人伝とは一線を画したドラマです。
〈あらすじ〉安政2年（1855年）
、20歳の福沢諭吉（中村勘九郎）は、大阪で緒方洪庵の「適塾」にて蘭学を学んでいた。当時の蘭
学は、わけの分からない学問として異端視され、特に漢方医からは目の敵にされていた。ある日諭吉は、漢方医・花山塾の青山（原
田大二郎）らから蔵に閉じ込められてしまう。それを助けた於鈴（荻野目慶子）は父親が薦める縁談に気が進まず家出をし、諭吉
に適塾の布団部屋で匿ってもらうことになる。二人はお互いにひかれ合うのだが、やがて悲しい別れが…。
監督：河合義隆
出演：福沢諭吉:中村勘九郎（十八代目中村勘三郎）、大友仙吉：永島敏行、清水栄次郎：榎木孝明、於鈴：荻野目慶子、菊江：
原田美枝子 ほか
〈特典映像〉2005年十八代目中村勘三郎襲名時に本編とともに放映された＂スペシャルインタビュー＂を収録。ドラマ「福沢諭吉」
の思い出や撮影秘話から、芸のことなど、中村勘三郎ならではの盛り沢山な内容です。
〈DVDオリジナルBGM〉谷村新司の「陽はまた昇る」
「昴（すばる）」
「群青」
「青春残酷物語」
「青年の樹」他を全編にBGMとして
使用したDVDオリジナルバージョンです。
（放送バージョンとは異なります）
2013年12月5日発売 3,990円（税込）
販売元：松竹 松竹DVD倶楽部 http://www.shochiku-home-enta.com/shop/（ 0120-135-335）などでお求めいただけます。
※読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。

Ⓒ1985電通・TBS
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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。

1／19
（日）
締切

シルク・ドゥ・ソレイユ
「オーヴォ」
東京公演

12／26
（木）
締切

『オーヴォ』
、いのちの物語—。
ミクロの世界でのキュートな
ラブストーリーを中心にカラ
フルなキャラクターが超人的
なアクロバットの数々を繰り
広げます！

ＴＡＯ 20周年記念舞台

DRUM ROCK〜十七人のサムライ〜

2013年、結成20周年を迎え、
国内外で披露されたTAOの記
念 舞 台 は、 最 新 作、DRUM
ROCK【17人のサムライ】とな
ってさらに洗練され、TAOが
誇る17人のアーティストを主役
に繰り広げられる。迫力溢れ
るパフォーマンスと壮大で美
しい物語が、再び日本を席巻
する。
P h o to s : O S A I m a g e s , B e n o i t F o n t a i n e
Costumes : Liz Vandal © 2009 Cirque du Soleil
© 2013 Fuji Television

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。

12／26
（木）
締切

エスコルタ
ESCOLTA Singing Drama 2014

ポップス×クラシックのヴォ
ーカルグループ。阿久悠氏の
遺作「 愛の 流 星群」 で2007
年にメジャーデビュー。未来
へ歌い継ぐ美しい日本語と心
潤すハーモニー。

日時：２月18日（火）
16：30／２月24日（月）
12：30
３月３日（月）
12：30／３月８日（土）
12：30
３月17日（月）
16：30
会場：お台場ビッグトップ
価格：ＳＳ席 平日大人 12,500円 ▶ 9,900円
平日こども 8,500円 ▶ 6,700円
土日大人 13,500円 ▶ 12,800円
土日こども 9,500円 ▶ 9,000円
（子ども対象：3歳から小学生まで）

12／26
（木）
締切

日時：１月31日（金）
19：00
２月１日（土）
13：00
２月１日（土）
17：00
会場：Bunkamura オーチャードホール
価格：Ｓ席 7,000円▶ 6,700円
出演：TAO
＊６歳未満入場不可

1／13

オペラ
「蝶々夫人」

（月・祝）
締切

明治の日本を舞台に、アメリカ
海軍士官ピンカートンに一途な
愛を捧げる15歳の蝶々さんの哀
しくも美しい運命を描いた傑作。
慶應カード会員の皆様に限定特
典として解説セミナー、更にＢ
席をお求めの方には公演プログ
ラムをプレゼント！初めてオペラ
を観る方におススメの公演です。

日時：１月25日（土）18：00
会場：Bunkamura オーチャードホール
価格：全席指定 7,800円▶ 7,400円
出演：エスコルタ
＊未就学児童入場不可

日時：２月２日（日）
14：00
（解説セミナーは11：30開始・約１時間程度）
会場：新国立劇場 オペラパレス
価格：Ｂ席 10,500円
Ｃ席 6,300円
＊この公演は定価での販売となります。
慶應カード特典：１．新国立劇場合唱指揮三澤洋史による解
説セミナー
〜「オペラの楽しみ方入門」
＆「
『蝶々夫人』
見どころ解説」
〜
２．公演プログラム（Ｂ席の方のみ）
指揮：ケリー＝リン・ウィルソン
出演：アレクシア・ヴルガリドゥ、ミハイル・アガフォノフ ほか
合唱：新国立劇場合唱団
管弦楽：東京交響楽団
＊未就学児童入場不可

12／12

12／15

（木）
締切

キエフ・バレエ

（日）
締切

締切

KEIO CARD NEWS vol.30

第８回読響カレッジ

《オーケストラ芸術の粋 ラヴェルのボレロ》

平日の夜に１時間でオーケストラを楽しむ演奏会。人気シリー
ズの８回目はラヴェルの華麗なる音楽を特集します。若手実力
派ヴァイオリニスト松田理奈も登場。

140年余りの歴史を誇る名門国立バレエ団が来日！スペインを
舞台にした情熱的で愉快な恋騒動『ドン・キホーテ』
、幻想的
な演出と白鳥／黒鳥の演じ分けが見所の
『白鳥の湖』とクラシッ
ク・バレエの名作を堂々上演！

10

日時：２月15日（土）
14：00／２月16日（日）
14：00
２月21日（金）
19：00
会場：新国立劇場 オペラパレス
価格：Ｓ席 10,500円▶ 9,980円
出演：新国立劇場バレエ団、管弦楽：東京交響楽団
＊４歳未満入場不可

（日）

平日の夜に１時間でオーケス
トラを楽しむ演奏会。人気シ
リーズの７回目は
「新世界より」
を取り上げます。ドヴォルザ
ークの哀愁を帯びたメロディ
ーに癒されるひとときです。

日時＆演目＆会場：
「ドン・キホーテ」１月８日（水）18：30（文京シビックホール）
「ドン・キホーテ」１月９日（木）18：30（文京シビックホール）
「白鳥の湖」１月10日（金）    18：30（Bunkamuraオーチャードホール）
「白鳥の湖」１月11日（土）    14：00（Bunkamuraオーチャードホール）
「白鳥の湖」１月12日（日）    14：00（Bunkamuraオーチャードホール）
「白鳥の湖」１月13日（月・祝）14：00（Bunkamuraオーチャードホール）
価格：Ｓ席 13,000円▶ 平日 9,800円
土日祝 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

世界中で絶えることなく上演
され愛されている、バレエの
代名詞ともいえる
『白鳥の湖』
。
チャイコフスキーの抒情的な
音 楽と見ご た えのある踊り
で、古典バレエの中でも群を
抜いて人 気の高い名作です。
たおやかな白鳥オデットと情
熱を秘めた黒鳥オディールの
鮮やかな対比、オディールの
見せる超絶的な３２回転、白
鳥たちの一糸乱れぬコール・
ド・バレエなどバレエならで
はの見どころも満載。初めて
の方も、何度も観ている方も、
感動をお約束できる珠玉のバ
レエです。

1／26

第７回読響カレッジ

《ボヘミアの森から新世界へ》

バレエ
「白鳥の湖」

大友直人
大井剛史

ⒸRowland Kirishima

松田理奈

ⒸShigeto Imura

ⒸK.Miura

日時：１月30日（木）
20：00
＊19：30より奥田佳道
（音楽評論家）
による解説あり
会場：文京シビックホール
価格：S席 4,000円▶ 3,400円
指揮：大井剛史、管弦楽：読売日本交響楽団
曲目：ドヴォルザーク／
「スラブ舞曲集」
から、
交響曲第９番
「新
世界より」
＊未就学児童入場不可

日時：３月７日（金）
20：00
＊19：30より奥田佳道
（音楽評論家）
による解説あり
会場：文京シビックホール
価格：S席 4,000円▶ 3,400円
指揮：大友直人、ヴァイオリン：松田理奈、管弦楽：読売日本交
響楽団
曲目：ラヴェル／「マ・メール・ロワ」
組曲、ツィガーヌ、

亡き王女のためのパヴァーヌ、ボレロ
＊未就学児童入場不可

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。

12／12
（木）
締切

新春浅草歌舞伎

初春は浅草へ！！
市川猿之助に片岡
愛之助、花形俳優
が正月の人気公演
で競演！！
演目
第1部
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、義賢最期（よしかたさいご）
二、上州土産百両首（じょうしゅうみやげひゃくりょうくび）
第2部
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、市川猿翁作 博奕十王（ばくちじゅうおう）
二、新口村（にのくちむら）
三、上 屋敷娘（やしきむすめ）
下 石橋（しゃっきょう）
日時：１月５日（日）15：30
１月９日（木）15：30
１月20日（月）11：00
会場：浅草公会堂
価格：一等席 11,000円▶ 9,500円
出演：市川猿之助、片岡愛之助 ほか

12／19
（木）
締切

初春文楽公演

第一部『二人禿』
『源平布引滝』
（九郎助
住家の段）
『傾城恋飛脚』
（新口村の段）

第二部『面売り』
『近頃河原の達引』
（四
条河原の段・堀川猿廻しの段）
『壇浦兜
軍記』
（阿古屋琴責の段）

12／12
（木）
締切

明治一代女

実際に起きた事件を題
材に、川口松太郎が描
き出した珠 玉の名作。
愛するが故に犯す罪。
柳 橋 芸 者 のお 梅 と 人
気役者の沢村仙枝、仙
枝をめぐる芸者秀吉と
の達引き、お梅を慕う
箱屋の巳之吉という四
人の男女を中心とした、
新派随一の傑作悲劇
です。

日時：１月５日（日）
15：00
１月13日（月・祝）
11：00
１月16日（木）
11：00
１月18日（土）
15：00
会場：三越劇場
価格：8,500円▶ 6,500円
出演：叶家お梅：波乃久里子
箱屋巳之吉：佐藤Ｂ作
沢村仙枝：市川春猿
秀の家秀吉：水谷八重子

12／25
（水）
締切

企画公演 働く貴方に贈る
実演
（装束付け）
能
「葵上」

光源氏の正妻・葵上の重病の
原因は、六条御息所の怨念で
した。御息所の生霊が現れ、
調伏しようとする行者と激し
く争います。
お勤め帰りにもご覧になりや
すい夜の公演です。

大阪で育まれた伝統芸能・人形浄瑠璃文楽。今回は名作のハ
イライトを抜き出した＂見取り狂言＂の形式で上演します。新春
の国立文楽劇場で、彩りに溢れた舞台をご覧ください。
日時：１月18日（土）11：00／１月18日（土）
16：00
１月19日（日）11：00／１月19日（日）
16：00
会場：国立文楽劇場（大阪市）
価格：１等席 5,800円▶ 4,900円
出演：竹本住大夫、鶴澤清治 ほか

12／26
（木）
締切

笹本玲奈 15th Anniversary
Show Magniﬁque（マニフィック）

日時：２月28日（金）
19：00
会場：国立能楽堂
価格：正面席 5,000円▶ 4,500円
出演：能 髙橋忍（金春流）

3／9
（日）
締切

日本フィルハーモニー交響楽団

第209回サンデーコンサート

「レ・ミゼラブル」のエポニー
ヌ役や「ミス・サイゴン」のキ
ム役等、ミュージカルで数々
の大役を務めるほか、多才な
活躍で魅せる彼女の、5年ぶ
り待望のソロコンサート。
深く心に響く圧倒的歌唱力と、
華やかなパフォーマンスをお
楽しみください。

締切

痛快人情時代劇

「あんた十手もった？」

得意の投げ銭と十手を用いて、
事件の謎を解く、花のお江戸
で活躍した傑物・銭形平次。
その平次の引退後をジェーム
ス三 木が 痛快に描いた時 代
劇。
「隠居暮らしで、かつての精彩
を無くした平次と、活を入れよ
うと躍 起になる女 房・お 静。
そこへ記憶を無くした浪人が
…。
」

日時：3月12日（水）
13：00
3月14日（金）
18：00
3月15日（土）
17：00
会場：三越劇場（日本橋三越本店 本館6F）
価格：全席指定 8,500円▶ 8,000円
作・演出：ジェームス三木
出演：三田佳子、山崎銀之丞
馬場良馬、新垣里沙、小松政夫、横内正
＊未就学児入場不可

2／9
（日）
締切

ほか

欽ちゃん奮闘公演 THE LAST

ほめんな ほれんな とめんな

欽ちゃん、最後の舞台公演！！！

日時：３月９日（日）12：00
３月15日（土）16：00
３月20日（木）12：00
会場：明治座
価格：Ａ席 11,550円▶10,400円
出演：萩本欽一、田中美佐子、的場浩司、小倉久寛、
山口良一、風見しんご、はしのえみ／松居直美（Ｗキ
ャスト）
、佐々木健介 ほか
＊５歳以下のお子様は入場不可

1／15
（水）
締切

黒柳徹子主演海外コメディ・シリーズ第28弾
EXシアター オープニングシリーズ

「想い出のカルテット
〜もう一度唄わせて〜」

大人気の本作が今秋オープン
の新劇場の柿落としシリーズと
して華やかに上演！
高級老人ホームを舞台に引退
したソプラノ歌手ジーン（黒柳
徹子）が巻き起こす大騒動。
笑いと元気をお届けする本公
演にご期待ください！！

独奏にベルギーなどヨーロッパ各地で活躍する瀬崎明日香を迎
え、春にお送りするコバケン定番の２大名曲集。この機会に是
非お楽しみください。
日時：１月31日（金）19：00／ゲスト：濱田めぐみ
２月１日（土）13：00／ゲスト：岡幸二郎
２月１日（土）17：00／ゲスト：木村花代
会場：天王洲銀河劇場
価格：全席指定 8,500円▶ 8,100円
構成・演出：菅野こうめい
出演：笹本玲奈 ほか（日替わりゲストは上記ご確認ください）

2／11

（火・祝）

日時：４月13日（日）
14：30
会場：東京芸術劇場
価格：Ｓ席 7,000円▶ 6,650円
指揮：小林研一郎、ヴァイオリン：瀬崎明日香
曲目：ベートーヴェン／ヴァイオリン協奏曲、
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：３月９日（日）14：00／３月10日（月）14：00
３月８日（土）18：30（※グッドプライスデー）
３月19日（水）18：30（※グッドプライスデー）
会場：イーエックスシアター六本木
価格：２階席 7,800円
グッドプライスデー ２階席 6,800円
＊こちらの公演は先行発売となります。
作：ロナルド・ハーウッド
演出：高橋昌也
出演：黒柳徹子、阿知波悟美、団時朗 鶴田忍
＊未就学児入場不可
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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。
12／26
（木）
締切

が〜まるちょば
サイレントコメディー
JAPAN TOUR 2014

日本を代表するサイレントコ
メディー・デュオ
「が〜まるちょ
ば」待望のJAPAN TOUR開催
決定！
今年の新作長編はなんと「ラ
ブ・コメディー」。ぜひお見逃
しなく！

こまつ座
『太鼓たたいて笛ふいて』

12／25

2／12

締切

締切

（水）

（水）

こまつ座
『化粧』

『放浪記』で華やかに文壇に
登場した林芙美子。
戦中は従軍記に手を染めなが
ら、 戦 後 は一 転、 民 主 文 学
の担い手となる。
彼女の文学的真価と人生の真
実は、そこにあった。
女優大竹しのぶが演じる井上
流音楽評伝劇の金字塔が６年
ぶりに甦る！

さびれた芝居小屋の淋しい楽屋で慌ただしく化粧支度を整える
大衆演劇の女座長・五月洋子の元に、昔泣く泣く捨てたはずの
一人息子と名乗る人物が現れて・・・・・・。
井上ひさし初の一人芝居にして至高の傑作戯曲。
こまつ座『化粧』いよいよ再演！
日時：１月31日（金）19：00／２月１日（土）
14：00
２月２日（日）14：00
会場：KAAT神奈川芸術劇場ホール
価格：Ｓ席 5,000円▶ 4,500円
出演：が〜まるちょば（ケッチ！／HIRO-PON）
＊未就学児童入場不可

2／11

（火・祝）
締切

ミュージカル
「ラブ・ネバー・ダイ」

日時：１月31日（金）
18：30／２月１日（土）
18：30
２月７日（金）
18：30／２月８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：大竹しのぶ、木場勝己、梅沢昌代、

山崎一、阿南健治、神野三鈴

2／9
（日）
締切

2／21

ムサシ

（金）
締切

オペラ座の事件から10年。
ファントムとクリスティーヌの
愛は生きていた—
「オペラ座の怪人 」完結 編、
日本初上演！
望み得る最上のキャストを得
て、かつてないスケールでお
贈りする本作。
どうぞご期待ください。

日時：３月18日（火）18：30（鹿賀・平原・橘・笹本・鳳）
３月26日（水）18：30（市村・平原・田代・笹本・鳳）
４月16日（水）13：30（鹿賀・濱田・田代・彩吹・香寿）
４月19日（土）12：30（鹿賀・平原・田代・笹本・香寿）
会場：日生劇場
価格：S席 13,000円▶ 11,650円
出演：市村正親／鹿賀丈史、濱田めぐみ／平原綾香、
田代万里生／橘慶太、彩吹真央／笹本玲奈、鳳蘭／
香寿たつき ほか
＊未就学児童入場不可

12／19
（木）
締切

七変化音楽劇「有頂天家族」

伝説の阿呆舞台といわれた
「詭弁・走れメロス」に続く、
シリーズ第２弾！
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ライオンキング

2013年12月20日に15周年を
迎える『ライオンキング』、も
う観た方も、まだ観ていない
方も、見るならロングラン15
年で盛り上がる「今」です！
ぜひご家族や友人と、驚きの
感動体験を。

「ムサシ」凱旋！！渋谷に見参。2010年、ロンドン・ニューヨー
クに衝撃を与えた『ムサシ』が、2013年さいたま、大阪、シン
ガポールでの公演を経て2014年春、ついに東京に見参！
井上ひさしの遺言ともいえるメッセージを蜷川マジックで見事
にエンターテインメントとして昇華したこの傑作から、ますます
目が離せない！！
日時：３月11日（火）
18：30
３月13日（木）
18：30
会場：Bunkamura シアターコクーン
価格：Ｓ席 10,500円▶ 9,400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
＊未就学児童入場不可

1／19
（日）
締切

ピンク スパイダー2014

日時：３月22日（土）
13：00
３月23日（日）
13：00
会場：四季劇場［春］
撮影：上原タカシ
価格：Ｓ席 大人 9,800円
Ｓ席 こども 5,000円
（こども対象：3歳以上小学校6年生以下）
慶應カード会員特典：ソフトドリンクチケット付き

2／27
（木）
締切

ミュージカル
「レディ・ベス」

2014年、春。
再 びhideベ スト チ ューン が
ROCKミュージカルで炸裂！！

photo by HIDEO CANNO（CAPS）

日時：１月19日（日）17：00／１月22日（水）
19：00
１月24日（金）19：00／１月25日（土）
14：00
会場：本多劇場
価格：全席指定 6,500円▶ 6,200円
出演：武田航平、渡辺大輔、新垣里沙、佐藤美貴／樹里咲穂／
久保酎吉 ほか

日時：３月12日
（水）
19：00／３月14日
（金）
19：00
３月15日
（土）
17：30／３月19日
（水）
19：00
会場：紀伊國屋ホール
価格：全席指定 5,250円▶ 5,000円
出演：平淑恵

日時：２月19日（水）
14：00／２月22日（土）
14：00
３月１日（土）
19：00／３月７日（金）
19：00
会場：東京グローブ座
価格：全席指定 9,000円▶ 7,600円
出演：新納慎也・小西遼生／上木彩矢・中ノ森文子／玉置成実・
TAKA／J（友情出演）

エリザベス１世——。栄光に包まれたその王位には、あまたの
試練を乗り越えた一人の女性の波乱の人生があった。
日時：４月20日（日）
12：00（平野・加藤・山口）

４月26日（土）
17：00（平野・山崎・山口）
会場：帝国劇場
価格：Ｓ席 13,000円▶ 12,100円
出演：平野綾／花總まり（Ｗキャスト）
、山崎育三郎／加藤和樹
（Ｗキャスト）
、和音美桜、涼風真世、石丸幹二／山口祐
一郎（Ｗキャスト）
＊未就学児童入場不可

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。

1／15
（水）
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。

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、２月７日（金）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。

2／23
（日）
締切

シャヴァンヌ展 水辺のアルカディア
ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界

3／9
（日）
締切

サンリオピューロランド

会員限定優待パスポート

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ
《聖ジュヌヴィエーヴの幼少期》
1875年頃 油彩・カンヴァス 島根県立美術館

19世紀フランスを代表する壁画家として知られるシャヴァンヌ
（1824-1898）は、ピカルディ美術館、パンテオン、リヨン美術館、
パリ市庁舎など主要建造物の壁画装飾を次々と手がけ活躍した
画家です。
本展はフランス近代絵画の系譜の中でも極めて重要であり、日
本の近代洋画にも深く寄与したシャヴァンヌを日本で初めて本
格的に紹介する展覧会です。
日時：2014年１月２日（木）
～３月９日（日）
10：00～19：00（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（前売）1,200円▶ 1,160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）

©'08,'13 SANRIO/SEGA TOYS S・S/W・TX・JLPC
©'13 SANRIO APPROVAL No.P0511134

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。
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月31日
（月）
まで有効です。＊３歳以下は無料です

最大6%OFF
慶應カードトラベルデスク
割引率アップ
『期間限定 JALパック海外ツアー割引率アップキャ
ンペーン』
慶應カード会員の皆様に期間限定キャンペーンのご案内です。期間中に、JALパック海外ツアーをお申込みいただくと、通常5%割引が6%割引、
3%割引が4%割引となりとてもおトクです。クリスマスや年末年始、春休みや卒業旅行などにJALパック海外ツアーをご利用ください。
《キャンペーンについて》
期間：2013年12月１日～2014年2月28日の間に申込をされた方

対象商品：JALパック海外ツアー

塾員の皆様へおすすめのJALパック海外ツアー
【JALパック

11月からの旅】

人気のヨーロッパには、優雅で贅沢なひと時を楽しめるビジネス
クラス、ゆとりのあるシートにワンランク上のサービスで快適なプ
レミアムエコノミーがおすすめです
《JALビジネスクラス・JALプレミアムエコノミーで行くヨーロッパ》
〜あなたにふさわしい、ワンランク上の空の旅〜
出発期間：2013年11月1日〜2014年3月31日
●そのほかのおすすめツアー
・ライン川古城ホテルと珠玉のロマンチック街道８日間
・あふれる陽光を追いかけて！南仏プロバンスとコートダジュール９日間
・５つ星ホテルに泊まるロシア７日間
詳細なパンフレットをご用意しております。無料でお送りしておりますので、お気軽にご請求下さい。
【パンフレット請求先】担当：高松 誠 電話：03-5403-2300 e-mail：takamatsu@tts.co.jp
営業時間：平日9：00〜18：00（土日祝祭日・年末年始休業）

※一部商品を除きます

塾生の皆様におすすめのJALパック海外ツアー
【JALパックスペシャル】
≪春コレ！ヨーロッパ≫
〜全コース燃油サーチャージ込み！春のヨーロッパへ！〜
春のヨーロッパはベストシーズン！卒業旅行にもおすすめです。
フリーステイ、添乗員同行とコースも豊富です。
出発期間：2013年12月1日〜2014年5月13日
●その他のおすすめツアー
・オランダ・ベルギー・パリ花紀行８日間
・人気のサンタクロース・エキスプレスとフィンランドのオーロラ６日間
・
『最後の晩餐』鑑賞付き！アモーレイタリア８日間
《ご注意》 割引は、ご旅行代金のみが対象となります。国内空港使用料及び、海外空港諸税は
割引の対象となりません。また、お取消料・その他手数料も割引の対象となりません。詳しくは、
『慶應カードトラベルデスク』までお問い合わせ下さい。

慶應カード
トラベルデスクのご案内
慶 應カード会員様向けに海
外・国内パッケージツアー代
金が３〜５％割引となるサー
ビスをご提供しています。
旅 行 会社カウンターにお並
びいただかなくても、電話・
FAX・webでご予約が可能で
す。さらに、会員様だけでは
なくご同行の方の旅 行 代金
も割引になります。
※読者プレゼントがあります。
P16をご覧下さい。
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慶應カード（塾生
［学生］
）会員の皆様へ
来春卒業予定の皆様…
これまでのご利用ありがとうございました。
引き続き
「慶應カード
（塾員・教職員）
」
をご利用下さい！
来春ご卒業予定の皆様はご卒業に伴い、いったん「慶應カード（塾生［学生］
）
」のご利用は終了となります。ご卒業後は、引き
続き「慶應カード（塾員・教職員）」がご利用いただけます。各ご契約カード会社より順次、ご卒業後の進路についてお尋ねす
るお手紙を差し上げます。必ずご開封いただき、書類の返送をお願いいたします。大学院等にご進学される方でいらっしゃ
っても、慶應カードは塾員・教職員用となりますので、お手続きの際はご注意ください。

ご卒業後のカードの変更点
● カード会社の年会費が必要となります。
● 海外旅行傷害保険の内容が変更となるカードがございます。
● ご申請によりキャッシングが可能となります。
● 塾員の皆様専用の慶應カード独自特典がございます。
※慶應義塾図書館や三田キャンパスの社中交歡萬來舍の入館証としてご利用いただけます。
※野球・ラグビー・アメフトの早慶戦やコンサートへのご招待がございます。

是非ご卒業後も慶應カードをご活用いただければ幸いです。

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。
「慶應カードニュース」
は前号よりリニューアルしてお届けさせていただ
いております。発行が年３回になり、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。

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

Twitter

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

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います

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

ペンマークのある風景／表紙写真
今回、慶應カードニュースの撮影で数年ぶりに日吉キャンパスを訪れました。私は2006年に大学を卒
業したのですが、自分がいた頃よりもずっと綺麗になっていて驚きました。特に、この写真を撮影した

第４校舎 独立館（2009年竣工）は非常に近代的で美しく、思わず「こんなところで授業受けているの
か…いいな…」と呟いてしまいました。他にも、グリーンラインが開通し、学校内にタリーズができて
いるなど、私の中にあった日吉＝古いというイメージは完全に覆されました。しかし、どんどん新しく

なっていくキャンパスを目の当たりにして、心の中にちょっとした寂しさが芽生えたのも事実です。不
思議ですね。

大村祐里子

1983年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒。アーティストやコスプレなど
様々なジャンルの撮影を行い、雑誌や書籍などに作品を提供。雑誌『写ガール』にて「読
書感想写真」連載中。漫画『東京シャッターガール』では作中に実名で登場。

ブログ「シャッターガール」 http://shutter-girl.jp/
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▲ 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

〜

：



月

日

：

〜

月

日

：

〜

円／枚

①

〜

枚



円／枚

①



円／枚

①



円／枚

②



②



②



②



数
枚
枚
枚
枚

発送手数料
③
③
③
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。

400円
400円
400円
400円

合

計

枚

数

小
①×②＋③
①×②＋③
①×②＋③
①×②＋③

計



円



円



円



円
円

3.ご 希 望 枚 数 をご 記 入ください
イベント名

期間

慶應カード価格
①大人4,400円

→ 3,600円／枚



サンリオピューロランド
会員限定優待パスポート

2014年3月31日
（月）
まで有効

①中人4,000円

→ 3,300円／枚



①小人3,300円

→ 2,700円／枚



① 一般（前売）1,200円

シャヴァンヌ展
水辺のアルカディア ピュヴィス・ド・
シャヴァンヌの神話世界
ダイアログ・イン・ザ・ダーク

→ 1,160円／枚



2014年１月２日
（木）
〜
３月９日
（日）
2月7日
（金）まで予約受付

①大学・高校生（前売）800円
①中学・小学生（前売）500円
①共通：5,000円







→
→

770円／枚
480円／枚

→ 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



枚

②



枚

②



枚

②



枚

②



枚

②



名

200円
合

小

計

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
□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 2013年12月28日
（土）〜2014年1月5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６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７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

P.6に掲載の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「通天香」
（4,000円相当）を1名様にプ
レゼント。

P.13に掲載の『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)

『幕末青春グラフィティ』
DVD

応募方法

5 名様

官製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

P9に掲載の 幕末青春グラフィティ
DVD
（3,990円）
を5名様にプレゼント。

応募先

（提供：松竹株式会社様）

オクトパス君ピンバッジ＆
特製スマホスタンド

応募締切

5 名様

〒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
2014年1月13日
（月）
（必着）

P3に掲載の南三陸町のゆるキャラ オク
トパス君 ピンバッジと特製スマホスタ
ンドを5名様にプレゼント。

●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。

（オクトパス君提供：たけもと）

●維持会費のクレジットカード決済が可能です。

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

443名を採用いたしました。

塾の教育・研究活動を財政面から支援する目的で
設立された伝統ある組織です。
会員の皆様からの醵出金およびその運用益は、

塾との絆をさらに深めていただきたく、維持会へ
のご加入をお願い申し上げます。なお、維持会に

研究活動の充実のために幅広く活用させていただ

ご入会いただきますと、義塾機関誌『三田評論』を

いております。平成19年度には「慶應義塾維持

芳名掲載号からご加入期間贈呈いたします。すで

会奨学金」を新設し、地方出身者を優先採用とし

に維持会員としてご協力いただいている皆様には、

た維持会独自の奨学金として、成績優秀な塾生に

引き続きあたたかいご支援を賜りたく、よろしく

対し支給することとし、これまでに47都道府県・

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

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

塾員
（卒業生）
ホームページ http://www2.jukuin.keio.ac.jp/index.html
上記ページをご参照の上、氏名
（漢字、フリガナ）
、卒業年、学部、生年月日、変更事項を次の
①〜④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
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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

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

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

（維持会担当）
慶應義塾 基金室

にふさわしい学塾として発展していくために、義

塾生への奨学支援を事業の中核に、義塾の教育・

塾生カード または

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

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

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.30は新規協力店のご案内をはじめ、富士山にまつわるトピ
ックスやエッセイなどこれまでとは異なる内容でお届けいたします。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。
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