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慶應カード の基本講座

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。慶應カードは、1996年に募集を開始し、2016年には
20周年を迎えます。今回は慶應カードをより身近かつ便利にご利用いただけるよう「慶應カードの基本講座」をお届け
します。意外な発見とともに、今後も慶應カードをご愛用頂くための一助となれば幸いです。

1 慶應カードの歴史
慶應カードは、1996年に「塾員・教職員カード」の募集を開始しました。その後、2000年には、
「塾生（学生）カード」を、
2007年には大学カード初のキャラクターカードとして、
「慶應ＯＭＣカード」、2011年にも大学カード初のアメリカンエキスプ
レスブランドとして
「慶應 MUFGカード」
をスタートして現在に至ります。

２ どういう仕組みで塾生に還元されますか？
パンフレット等には「慶應カードのご入会・ご利用に伴う収益の一部は、慶應義塾奨学金として活用されています。
」とあ
りますが、実際はどのように還元されているのでしょうか？
下の図で、簡単にご説明します。
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慶應カード事務局

カード会社

■

まず、会員の皆様が加盟店で、慶應カードを使ってお買い物やお食事をします。……①

■

加盟店は、カード会社に「加盟店手数料」を支払います。……②

■

カード会社は、その加盟店手数料を原資にして慶應カード事務局に還元金を支払います。……③

■

慶應カード事務局は、その還元金を原資に慶應義塾へ寄付します。……④

会員の皆様はカード会社の年会費以外のご負担無く後輩たちの支援が出来る仕組みとなっています。

３ 塾生に還元されている金額は？
直近では2015年2月に株式会社慶應学術事業会（慶應カード事務局業務を担当）より
3,505,717円を、日本私立学校振興・共済事業団を通じて慶應義塾の「慶應義塾大学給
費奨学基金」へ寄付いたしました。2014年度は今回とあわせて2回寄付していますので、
合計約711万円が塾生の支援に役立ったことになります。
慶應カード事務局では、皆様により便利にご利用いただき塾生たちの支援に繋がるよ
う、サービスの拡充に努めてまいります。
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４ 慶應カード独自の特典はあるの？
各カード会社のサービスに加えて、慶應カード独自のサービスもご利用いただけます。こちらでは、慶應カードならではの特典を
ご紹介いたします。
父母 アイコンはサービスをご利用いただける対象です。

※
１

図書館を無料でご利用いただけます

慶應義塾・各図書館の「塾員入館証」の発行か゛無料となります。

２

※2015年度より優待内容及び対象が変更となります。詳しくは４ページをご
確認ください

３

楽しむ

応援する

父母

抽選で野球・ラグビー・アメリカンフットボールの早慶戦、ワグネル・
ソサイエティ・オーケストラやワグネル・ソサイエティ男声合唱団の定
期演奏会へご招待いたします。

父母

劇団四季やホリプロなどのミュージカルや演劇をはじめ、歌舞伎、能楽、文楽などの伝統芸能、クラシックコンサート、美術展の入
場券、サンリオピューロランドのパスポートなどを優待価格でご利用いただけます。
４

トクする

父母

慶應カードでは、約200件の「協力店」にご協力頂き、日常生活からレジャーまで様々に場面でお得になる優待サービスを実施して
います。今回は一部をご紹介します。
飲食

ネットでも特典が適用される

・XEX（ゼックス）グループ（東京、大阪）
・中国料理北京（東京、大阪、名古屋）

・DE OLiVA（オリーブオイル）
・Rosa蓼科（自然派化粧品）
・SuperPrint（名刺印刷）
リラグゼーション・スポーツ・レジャー関連
・蘭香茶館（有機中国茶）
・富士ミネラルウォーター通信販売
・セントラルウェルネスクラブ（全国）
・乗馬クラブ（一部都道府県を除く全国） ・オー・リーブ・ジャパン（オリーブオイル）
・ミズノ（東京、大阪）
・地球の歩き方 旅プラザ新宿
・富士急グループ（山梨、静岡、福島）
・CLASSICTIC.com（チケット販売）
旅行関連

資格取得

・慶應カードトラベルデスク（トッパントラベル） ・WAO資格カレッジ（e-ラーニング）
・デジタルハリウッド（東京、大阪、福岡、横浜）
・JALバケーションズ（タイムシェア/ハワイ）

その他
・カレコ・カーシェアリングクラブ（首都圏）
・タイムズカープラス（全国主要都市）
・ダック引越センター
・ホスピタリティ・ワン（訪問介護）
・blossom39（ベビー用品）
意外なところ
・佐 野ハイウエイレストラン
（東北自動車道・下り線・佐野ＳＡ）
・大 津ハイウエイレストラン
（名神高速道路・上り線・大津ＳＡ２Ｆ）

その他にも、様々な協力店がございます。最新情報はWebサイトでご確認ください。

各カード会社担当オススメの便利な使い方
特別なサービスが満載！

慶應カードの中で唯一の「プラチナ」セグメントとなります。専任のスタッフが24時間365日、
会員様のご相談やご要望を承る「プ
ラチナコンシェルジュサービス」や、国内の厳選されたレストランの所定コースを２名様以上でご利用いただいた場合に１名様
分が無料になる
「プラチナ・グルメセレクション」等の他のカードには無い、特別なサービスをご用意しております。

保険も充実！

在学中だけでなく、ご卒業後も海外旅行保険・国内旅行傷害保険が最高2,000万円付帯されるなど充実した保険内容をご用意し
ております。また、さまざまな商品に交換できる「DCハッピープレゼント」がご利用合計金額1,000円ごとに１ポイントたまります。

海外でも日本語でサポート!

世界60ヵ所に設置されたJCBプラザで、海外旅行をサポート！JCB加盟店のご予約や観光に関するお問い合わせを日本語で承
ります。また、JCBカードを見せるだけでハワイのワイキキ・トロリー（ピンクライン）の乗車賃が無料！

20代限定のプライムゴールドカード

20代限定の「プライムゴールドカード」があり、ゴールドカードと同等の上質なサービス・機能をゴールドカードの半額の年会費
で提供しています。

三井住友

年会費が割引に！

・
「マイ・ペイすリボ」に登録＋利用で、年会費が無料または半額になります。
・
「Web明細書サービス」に登録＋年間６ヶ月の請求で、年会費が500円または1,000円割引になります。
＜最大割引後年会費（ ）内は通常年会費＞
①一般カード：０円
（1,250円）
、②プライムゴールド：1,500円
（5,000円）
、③ゴールド：4,000円
（10,000円）
（各税別）

スーパーでも割引あり!

慶應ＯＭＣカードは大学カード初のハローキティカードです。ダイエー・マルエツ・イオンなどで特定日は５%割引！
その他にもお得な特典や万一をサポートするさまざまな保険・補償が充実！

ポイント無期限、ショッピングのお支払いにも使えます!

ポイントには有効期限がなく、国内・海外での１ヵ月間のショッピングご利用総額1,000円(税込)につき１ポイント貯まります。

KEIO CARD NEWS vol.34

3

慶應カード会員対象者拡大に伴い2015年4月より
慶應義塾各図書館の利用方法が変更になります。
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。2015年４月より、会員対象者を塾生のご父母及びご祖父母の
皆様へ拡大いたします。それにともない、ご利用方法及びご利用対象を変更させていただく事となりました。

１. 何が変わるの？
今回の変更点は、２つあります。

ａ. 図書館入館時に提示する入館証が変わります。
変更前：慶應カード ➡ 変更後：塾員入館券（無料発行）
今まで

これまでは各図書館のご入館に際し、慶應カードを入館証として入口でご提
示いただいていましたが、今後は「塾員入館券」をご利用いただく形に変更と
なります。
「塾員入館券」は通常1,000円（年度内有効）で発行していますが、
慶應カードの優待として無料で発行させていただきます。図書館受付で慶應
カードをご提示いただき、
「塾員入館券」をご申請ください。
「塾員入館券」は、
発行されたキャンパス以外でのご利用も可能です。

これから

慶應義塾図書館
塾員入館券

（三田・日吉・理工学・信濃町・薬学・湘南藤沢の各図書館）

ｂ. ご利用いただける方が変更となります。
変更前：慶應カードお持ちの方全て ➡ 変更後：
「塾員」
・
「特別会員 本会員」のみ
これまで慶應カード（塾員・教職員）をお持ちの方全てが慶應義塾図書館にご
入館いただけましたが、これからは「塾員」の方、及び「特別会員 本会員」の方
のみご入館いただけます。

特別会員の本会員とは

末尾の数字が
５の会員の方

上記以外の皆様におかれましては、2015年3月31日をもちましてサービス終了とさせていただきます。ご利用いただいておりまし
た皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただければ幸いです。

２. いつから変わるの？
「塾員入館券」の無料発行は、2015年４月１日
（水）
より開始させていただきます。その後も、2015年８月31日（月）までは移行期間として
（火）以降は慶應カードのご提示でのご入館は出来なくなります。
慶應カードのご呈示でもご入館いただけますが、2015年９月１日
３月

４月

５月

６月

７月

８月

４月１日〜 「塾員入館券」無料発行開始
慶應カード提示でのご入館

〜８月31日

３. どうすればいいの？
「塾員入館券」お申込方法
持参するもの：慶應カード、本人であることが確認できる身分証明書（運転免許証、健康保険証等）
※卒業時に塾員カードへの切り替えが行われていない場合は、学生カードをお持ちください。

申込場所：三田… ……………… 図書館新館１階受付カウンター および 図書館旧館３階カウンター
日吉… ……………… 受付カウンター
信濃町… …………… 受付カウンター
湘南藤沢（ＳＦＣ）…… 1階インフォメーションデスク
※「塾員入館券」は三田・日吉・理工学・信濃町・薬学・湘南藤沢の各メディアセンターでご利用いただけます。

会員の皆様にはお手数をおかけし誠に恐縮ですがご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
お問い合せ先：株式会社慶應学術事業会
4
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慶應カード事務局

電話：03-3453-3854

E-mail：info@keiocard.com

９月

ご父母・ご祖父母の皆様の
慶應カード申込が可能になります!
支援の絆をさらに大きくするために、
慶應カードは進化します！！

2015年４月（予定）より、慶 應カードが大学・
大学院の在学生のご父母・ご祖父母の皆様まで
お申込頂ける様になります。詳細につきまして
は、Webサイトをご覧ください。
※サービス詳細等につきましては、後日発表いたします。
※このご案内は2015年3月15日現在の情報を元に製作いたしております。
諸事情により内容等が変更される可能性がございますので、ご了承ください。
※お申込書は準備が完了次第お送りさせていただきます。
（2015年4月予定）

（予定）
2015年４月募集開始！
詳細・資料請求は…

http://www.keiocard.com/p/
お問い合わせ先

慶應義塾（株式会社慶應学術事業会）慶應カード事務局
TEL 03-3453-3854（平日8：30〜17：00） E-mail

info@keiocard.com

高級レストランからカジュアルな居酒屋まで

「ぐるなび」が
ご希望にマッチしたお店を無料でご案内
「ぐるなび」は目的、エリア、駅名、予算等希望条件から飲食店を手
軽にスピーディーに検索できるグルメ情報サイトです。現在、慶應カー
ド会員の皆様に、
「ぐるなび法人コンシェルジュサービス」を期間限定
でご提供しております。電話で、エリアや予算、
＂表彰などの演出がで
きる＂、
＂センスがいいと褒められる＂
、
＂眺めが良い＂などのご要望をお
電話いただくだけで専任スタッフが店舗をご提案・ご案内し、ご希望
により予約代行まで行います。接待や各種記念日、忘新年会や歓送
迎会のお店探しにお気軽にご利用ください。

ご利用の流れ

ご要望をコンシェルジェ
に電話でご連絡

コンシェルジュより
検索結果のご連絡

専用電話番号050-2018-1745
営業時間10：00～19：00
（平日のみ）
案内費用は無料です（電話代は利用者負担）
。
日本語でのサービスとなり、1回のご利用につき
3店舗までご提案いたします。また、コンシェル
ジュからの連絡方法は電話かメールからお選び
いただけます。
サービス提供期間：2015年4月30日まで
（サービス向上のためご利用いただいた方にアンケー
トをお願いする場合もございます。
）

ご希望店舗があれば
予約代行の依頼

コンシェルジュより
予約完了通知のご連絡

慶應MCC『agora』は、
『夕学五十講』の実績をベースに、文学、歴史、芸術、
『agora』とは
身体論、社会、サイエンスなど、多彩なテーマを掲げ、少人数でじっくりと学
ぶ連続講座です。同じ問題意識・関心を持つ、多様なバックボーンの人々が、
「ひ
知るを楽しみ
とつのテーマを深く掘り下げる」ことを通して、新たな知識を得ることを楽し
み、人間観・社会観・歴史観等を培い、感性を語り合います。
観るを培い
５〜６月の開講講座
慶應義塾大学アート・センター【20世紀アメリカが生んだ音楽】
感じるを語らう
「学び・交流・創発」
古川周賢老大師に問う【禅の智慧】
の場です
５月８日（金）開講・全６回

ブルース、ジャズ、R&B、ロック、ポップス、ヒップホップ―。アメリカで誕生し、今も広く親しまれている
音楽が、文化や社会との関わりからどう形成され発展したのか、音楽を聴きながらじっくり学びます。

５月16日（土）開講・全６回

（臨済宗妙心寺派共催・臨済宗妙心寺派東京禅センター後援）

自分はいったい何者であり、何のために生きているのか。坐禅や禅問答の世界に触れ、厳しく自分自身に向
き合いながら、その答えを探します。

参加費 １講座
慶應カード特典

108,000円
10％割引

（個人でお申込みの場合）

千 宗屋さんと学ぶ【茶の湯と日本の美】 受付終了
６月３日（水）開講・全６回

その審美眼と感性から、“現代の千利休”とも評される千宗屋さんとともに、茶の湯の心を探索し、日本人と
しての感性や美を味わいます。
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今 年 は 南 三 陸 に
お 出 か け し て み ま せ ん か ？
慶應義塾ともつながりの深い南三陸町にはたくさんの魅力があります。国の特別天然記念物であるニホンカモシカをはじめ、海にはクチバ
シカジカやダンゴウオなど、日本でも珍しい生き物が生息しています。砂金採りや養蚕で栄えた入谷、化石の宝庫の歌津、名所中の名所と
呼ばれる神割崎のある戸倉、そして本物のモアイが存在する志津川など地域ごとにユニークな特徴があり、林業や漁業をはじめとしたバラ
エティ豊かな体験プログラムも開催しています。今回は豊かな自然と歴史のある南三陸町の魅力をご紹介します。

神割崎・神割崎キャンプ場
志津川湾の南岸、戸倉半島の先端部に位置する南三陸屈指の景
勝地で、岬が断ち切られたように裂けており、境争いを収める

ために神様が割ったと伝えています。二つに割れた奇岩の間か
ら荒波がしぶきを上げながら押し寄せる様子は迫力満点。全国

の「白砂青松百選」に選ばれ、岩の間から日の出を望むことがで
きる２月中旬と10月下旬には朝早くから多くの人で賑わいま
す。また、海岸の岩場やクロマツの木陰には、ニッコウキスゲ
やスカシユリ、ハマギクなど、初夏から晩秋まで色とりどりの
花が咲き乱れます。沖合いの島はウミネコの大繁殖地になって
おり、ハヤブサなどの猛禽類も姿を見せます。海岸の岩礁には
ヤドカリやイソギンチャクなど磯の生物がいっぱいですが、そ
の岩礁自体も中生代ジュラ紀の地層からなっており、地学観察
にももってこいです。また、キャンプ場は太平洋に面した高台
に位置し、美しい朝焼けを見ることができます。サニタリーハ
ウス（温水シャワー・水洗トイレ・コイン式洗濯機・乾燥機・
ガスコンロ）
、ログキャビンと充実した設備となっています。

モアイ
2013年５月、チリのイースター島から世界初となる本物のモアイ
像が贈られました。
更に、このモアイ像にはサンゴで作られた目がありますが、目の
あるモアイ像は世界でも２体しかない貴重なものです。この他に
も町内には５ヶ所のモアイスポットがあります。

イースター島から贈られたモアイ像

慶應の森
塾生有志による「南三陸プロジェクト」の活動をご紹介している慶應の森。

「慶應の森の道」は2014年11月、頂上まで開通。南三陸の雄大な自然を望む
ことができます。

田束山

南三陸あーと工房

古くから山岳信仰の霊山として
人々の信仰を集めてきた田束山。
太平洋を一望でき、５月下旬か
ら６月上旬には、咲き誇る５万
本のツツジで全山が燃えるよう
な朱色に染まります。山頂にあ
る11基の経塚は、かの奥州藤原
氏との深いゆかりを今日に伝え
る貴重な遺構です。

南三陸で出土する化石のレプリ
カ、ペタペタはんこの手ぬぐい・
ハンカチ、まゆライト等、ユニー
クな作品作りを楽しみながら、南
三陸博士になることができます。
１名から開催可能。

※制作物は参加月によって異なります。
問合せ先

南三陸ポータルセンター
0226-47-2550

「南三陸キラキラ丼」
南三陸町の飲食店では「南三陸キラキラ丼」を味わうことができます。
「南三
陸キラキラ丼」とは、季節毎に旬な山海の恵みをふんだんに使用した定食。
お店ごとに趣向を凝らした内容で、４月30日までは「キラキラ春つげ丼」
、
５月１日からは「キラキラうに丼」が登場します。
提供店一覧：http://www.m-kankou.jp/bowl/

大人気のキラキラいくら丼。５月からはキラキラうに丼が登場。

取材協力・写真提供

南三陸町観光協会

慶應カードトラベルデスクなら海外・国内パックツアーがオトク！
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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45

Yes工房

田束山

合格祈願グッズとして人気の「オクトパス君」グッズを製作していま

Yes 工房

す。販売も行っているほか、事前に申込めば見学も可能。さらに「オ

至登米東和 IC

クトパス君」
に好きな色を塗る体験もできます。
色塗り体験は通年開催、1週間前までに要予約。
問合せ先

至気仙沼

ひころの里

45

Ｎ

モアイ

398

南三陸ポータルセンター

南三陸復興ダコの会
http://ms-octopus.jp/project/introduce.html

Ｅ

Ｗ
Ｓ
45

ひころの里

1km
至桃生津山 IC
ＪＲ柳津駅

「ひころ」とは「ひかり」を意味します。入谷地区は仙台藩養蚕発祥の

地として絹の生産で栄えました。旧入谷村の村長も務めた須藤家の

慶應の森

45

神割崎キャンプ場

タブの木
398

邸宅と土蔵を、修復保全し松がさ屋敷として公開しています。江戸

神割崎

至石巻

後期に建設された在郷の藩士住宅としては非常に貴重で、建築文化
史上の価値も高いそうです。座敷からは遠く保呂羽山を望み、四季
折々の美しい眺めを楽しむことができます。また、養蚕に関わる歴
史や器具などの各種資料を展示しているほかシルク館、山里の幸を
楽しめるばっかり茶屋も併設。まゆ細工作り、機織り、紙すき、そ
ば打ちの体験や語り部から民話を聞くこともできます。
http://www.k4.dion.ne.jp/~hikoro/

●このほかにも、南三陸町観光協会のウェブサイトで宿泊施設、イベントなどの情報を確
認できます。 ➡ http://www.m-kankou.jp/
●JR東日本のツアーブランド「びゅう」では、
フリープランのほか、
世界遺産の中尊寺や「お
魚いちば」などをめぐる観光バス付の南三陸ツアーも発売中。慶應カードトラベルデ
スクなら「びゅう」ツアーにも割引が適用されます。
※読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。

3〜4月までのわずかな期間のみ開催!
極上ワカメ収穫体験2015
南三陸町歌津の「ワカメ」は全国トップクラス。なかでも１等級に値するワカメは、大変に高い品質であることを保証してい
ます。宮城県内では南三陸の歌津、気仙沼の唐桑と、石巻の十三浜が評価の高い地域ですが、なかでも、歌津は安定して高水
準のワカメを作ることが出来る地区で、実際に１等級ワカメの生産量は宮城県内最多となっています。
特に外洋は波が荒いため、葉が波に揺られ鍛えられ、肉厚で食感の良いワカメができます。また、水の深さもワカメの成長
期の適温である10℃前後を保ち易く、豊富な栄養を運んでくれる親潮が沖合に流れている事も大きな要因となっています。
南三陸では３月からワカメの収穫の最盛期を迎えます。実際に船に乗り、ワカメの刈り取りを体験し、お帰りの際には体験
で採ったワカメを詰め放題（ 1,000〜1,500円相当）でプレゼント！＂極上＂三陸ワカメの収穫を実際に体験してみませんか？
３月８日（日）〜４月26日（日）の毎週日曜日、９：30〜11：30に開催予定。
１週間前までに要予約。

問合せ
・
申込み

南三陸町観光協会
TEL

0226-47-2550（電話受付

FAX

0226-46-3080

9：00〜18：00）

E-MAIL post@m-kankou.jp
船上でワカメ採り

取材協力・写真／マップ提供

南三陸町観光協会

協力 フロンティアジャパン株式会社

※2015年2月21日現在の情報です。

「慶應の森」間伐材を使ったグッズをご利用ください。
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
公式グッズを販売しております。

これまで活用されず廃棄されていた間伐材をグッズ化したもので、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。
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。
※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。震災でその行方が心配されていましたが、津波に耐えた愛らしい姿を復興のシンボル
として塾生が発案しました。

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：

コースター

価格：

￥600

価格：

￥800

ペントレイ

2 枚セット

￥500

※価格は消費税込です。

KEIO CARD NEWS vol.34

7

今回ご応募
いただけるチケット
体育会野球部 春季早慶戦
第2回戦にご招待
伝統の１戦に抽選で50組
（100名）
の方に
ご招待チケットをプレゼントいたします。

応 募方法

往復はがきにてご応募ください。

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

50 組
100 名様

返信

お申込の方の
ご住所
お名前

体育会野球部はご招待する早慶戦のほかにも、東京六大学野球リーグに所属し活躍しています。

◆東京六大学野球リーグ◆

返信のおもて

東京六大学野球リーグは1925（大正14）年に発足しました。硬式野球界では唯一天皇杯が授与され、過去
に三度の天覧試合があるなど、常に世間の注目を受けてきました。

◆伝統の一戦

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
往信のうら

応募先

早慶戦◆

早慶戦は、東京六大学野球リーグの中でも最も長い歴史を持つ、伝統の一戦です。
明治21（1888）年に三田ベースボール倶楽部として発足した慶應義塾野球部が明治36（1903）
年、早稲田
からの挑戦を受けて、東京三田綱町グラ
ウンドにて行われたのが第一回早慶戦で
す。結果は10-9で慶應の勝利でした。以
後、宿敵・早稲田と数々の名勝負を繰り広
げてきました。慶應にとっても早稲田に
とっても、この早慶戦に勝利することが
リーグ戦優勝以外のもう一つの大きな目
標となっており、慶應では早慶戦が続く
限り、大学はもちろんのこと、幼稚舎か
ら高校までの塾内各系列校も休講となり、
まさに全塾生が応援してくれる一大イベン
トなのです。毎年春秋のリーグ戦の最後
を飾る早慶戦は、神宮球場に4万人の大
観衆を集めます。

〒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
野球係

応募締切・当選発表
2015年4月30日
（木）
（必着）
5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。

神奈川近代文学館
〈特別展〉
没後50年 谷崎潤一郎展

−絢爛たる物語世界−

会
期：2015年４月４日（土）〜５月24日（日） ※月曜休館（５月４日は開館）
開館時間：午前９時30分〜午後５時 （入館は４時30分まで）
会
場：神奈川近代文学館展示室
谷崎潤一郎（ 1886〜1965 ）は1910年に「刺青」
「麒麟」などを発表。その耽美的な作
品で、
自然主義が隆盛を極めていた当時の文壇に大きな衝撃を与えました。以後、
79歳で世を去るまで独自の文学を展開。「痴人の愛」
「春琴抄」
「細雪」など、完璧
に構築された物語は、日本のみならず海外でも多くの人びとを魅了しています。
撮影：笹沼宗一郎
谷崎の絢爛たる物語世界は、生の途上で出会った美を貪婪に味わう中で紡ぎ出
されました。特に、崇拝する女性たちから得たインスピレーションは、数々の名作の源となっています。
没後50年を記念して開催する本展では、先ごろ発表された、谷崎の〈永遠女性〉、妻・松子へあてた
膨大な書簡などの新資料を中心に、芸術に生涯を捧げた文豪の足跡をたどります。

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▶団体料金400円
65歳以上／20歳未満及び学生
300円▶団体料金200円
※高校生は通常料金100円、中学生以下無料
※東日本大震災の罹災証明書、被災証明書等の提示
で無料

〈企画展〉
「生誕130年 没後50年『銀の匙』の作家 中勘助展」
会
期：2015年５月30日（土）〜７月20日（月・祝）
開館時間：午前９時30分〜午後５時 （入館は４時30分まで）
会
場：神奈川近代文学館展示室

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。

夏目漱石に称賛された「銀の匙」で知られる中勘助（ 1885〜1965 ）。度重
なる病や肉親の死に向き合いながら紡いできた抒情溢れる繊細な作品
は、現在も多くの人々に読み継がれています。
原稿や遺愛品などのほか、多数のメディアで取り上げられた灘校教師・
橋本武
（故人）
の
「
『銀の匙』授業」と、その過程で、中勘助と橋本との間で
交わされた書簡なども展示します。

一般400円▶団体料金300円
65歳以上／20歳未満及び学生
200円▶団体料金150円
※高校生は通常料金100円、中学生以下無料
※東日本大震災の罹災証明書、被災証明書等の提示
で無料
中勘助・平塚時代

〒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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大学生は忙しい。

スマートな学生生活にはAmazon

Studentをおすすめします。

特徴

手順

1 6カ月間無料で体験!
※継続する場合は、年会費1,900円

2 慶應三井住友カード（学生）限定で、
3,000円分のAmazonポイントゲット!

※慶 應三井住友カード
（学生）
なら、通常の入会ポイント＋1,000円分ゲット
（2015年3月1日（日）00時00分～ 6月30日（火）23時59分（日本時間 ）登録分限定 ）
※無料体験中に退会してもＯＫ。キャンセル料もかかりません。

3 お急ぎ便が無料で使い放題!

※通常514円かかるところが無料で使い放題。4回使えば年会費の元が取れます。
※Amazon.co.jpが販売する商品が対象となります。

4 書籍購入額の10％ポイント還元!

※Amazon.co.jpが販売する書籍が対象
（コミック・雑誌を除く）。大学生の教科書
年間平均購入額は3万円（Amazon.co.jp調べ）だから3,000円も還元。配達して
くれるから楽。
※Amazon.co.jpが主催するキャンペーンの広告です。
特典・値段等は2015年３月１日時点のものです。

①専用URLまたはQRコードから、
Amazon Studentに入会する
www.amazon.co.jp/student/keiocard
・大学発行のメールアドレス
・慶 應三井住友のクレジットカード番号
等を登録

１カ月
②Amazon.co.jpから
Amazonポイントが加算されます
本プログラム・キャンペーンに関するお問い合わせは
Amazon.co.jpカスタマーサービス 0120-999-373
※読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。

今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
今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

慶應カード（塾員・教職員）はこんな特典もあります！

▶ 図書館の入館が無料に！
慶應カード（塾員・教職員）で、三田・日吉・理工学・信
濃町・薬学・湘南藤沢の塾員入館券を無料発行いたします。

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。

▶ 早慶戦で母校を応援！
野球やラグビー、アメフト等の早慶戦へ抽選で
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。

ペンマークのある風景／表紙写真
編集部では、大村さんに「春の思い出」にまつわるエピソードをお聞きしました。
うわあ、あんなに背が伸びてる。うわあ、おとなしそうだったのにギャル男になってる……。大学に入学した年の春は、驚きでい
っぱいでした。
わたしは小学校から大学まで慶應義塾で過ごしました。進路によっては、同じ小・中学校に通っていた人と、大学で再会する、
ということがあります。わたしより小さかった子がものすごく成長していたり、地味な子がチャラチャラした雰囲気の子になって
いたり、もはや変化しすぎていて誰だかわからなかったり……。6年間の歳月というのは人間にとって大きなものなんだなあ、と
強く感じたのを覚えています。ちなみにわたしは小６のときからまったく背が伸びておらず、大学入学のとき、久しぶりに会う人
から軒並み「君は変わらないね」と言われてしまいました。なんだかなあ。
撮影：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/

モデル：高木里代子

東京都出身、慶應義塾大学環境情報学部卒。4歳からピアノを始め、SFC在学中から都内のライブハウスなどで演奏を始める。ジャズをベースに、ジャンルにとらわれないサウンド感とインプロ
ヴィゼーション、独自のファッションやビジュアルで注目される。 2008年からDJとコラボしたクラブ系ハウスユニット、Inner City Jam Orchestraのキーボード奏者として活動開始。オリジナ
ル曲が次々とDMRハウスチャート1位を獲得し、クラブシーンで話題となる。2014年4月、ダイナースクラブが主催する動画コンテストにて、人気投票1位となりブルーノートへ出演、世界的ギタ
リストのリー・リトナー氏、Crystal Kay氏、その他ビッグアーティスト達との共演を果たす。そのステージにて、リー・リトナー氏本人から認められ、彼が主催するコンペ「6 string theory」へ
の挑戦権を得る。本番では各国の強豪を抑え、ピアノ部門世界第４位に入賞。最近では Riyoko feat.Silent Jazz Case 名義にて「キュア☆ジャズ」(2012年、ビクター ) 、Purple Jazz
Project 名義にて「暴走JAZZ弐：ピアノバージョン」(2013年、Insense Music Works) などを発表している。

◆ facebook → https://www.facebook.com/RiyokosJazz

◆ ブログ → http://ameblo.jp/riyokotakagi/
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CULTURE

海外在住塾員のレポート等をご紹介いたします。

自分で製作しようと

お お うえの 北 京 便り

思い、
＂親日＂でもなく
＂反日＂でもなく、そ
の中間の『知日』とし

「 知日 」とは
「 智 」なり

たのです。」と言いま
す。
日本を批判する声
が 高まる一方 で、日
本とは何か、本当の
日本について知りた
いという人たちが増
えてきたのを敏感に
感じ取り、ビジネスと
して立ち上げた蘇編
集長が重視している
のが、読者とのコミュ

左より蘇編集長、通訳、馬仕睿アートディレクター

ニケ ー ション で す。
中国版ツイッター「ウェイボー」のフォロワーは約34万人もいると
いうことで、読者の中核となる消費を楽しむ世代が何を知りたい
と感じているのかを探り、次の企画を立てます。
創刊号の「奈良美智」から始まり、
「制服」
「美術館」
「猫」
「明治
維新」
「妖怪」
「断捨離」
「推理小説」
「日本人の礼儀」
「手帳」
「鉄道」
「森ガール」
「漫画」
「料理の魂」
「暴走」など、毎回100ページを超
える特集を組み、徹底的なリサーチに基づいて記事化していま

２

月14日、北京では日本人会の主催で『知日：中国人はなぜ日

す。これまでに30冊以上を出版していますが、中国の
＂80后＂
（80

本が好きなのか！』の発売記念イベントが開催されました。

年代生まれ）から幅広い支持を得ているとのことで、特集によっ

三田会の先輩である原口純子さんが編集担当として関わってお

ては10万部以上売れたものもあります。

り、日本ではゴールデンタイムのニュース番組でも取り上げられ
たのでご存知の方もいらっしゃるかと思います。
「知日」という言

現在中国で暮らす私個人としては、これは日本人への強いメッ

葉を縦に並べると「智」。日本を知ることは、中国人の智恵に繋

セージのようにも感じます。今の日本で中国文化のイメージにつ

がる。そんな思いを込めて2011年に中国の若者たちが立ち上げ

いて 聞 いたら「論

た雑誌『知日』のダイジェスト版がこの書籍です。

語」
「老子」
「孟子」

領土問題や反日デモ、反日教育などがクローズアップされる昨

「三国志」という単

今、日本人の対中国感情は最悪と言われていますが、中国人の全

語ばかりがでてく

てが反日かと言うとそうではありません。今回は、全く逆の動き

るのではないでし

が起こっている事実をお伝えしたいと思います。

ょうか。過去でも
ない未 来でもな

『知日』は中国人編集者による、中国人のための、日本文化紹

い、今 現 在という

介雑誌。編集長の蘇静

瞬間の日本を知ろ

（そ・せい）さんは「尖閣

うとする『知日』の

で日中関係が険 悪にな

ように、日本 で も

った時期に、このままで

中国の今を知りた

いいのか、自分達は日本

い！というムーブメ

のことを 知って い る の

ントが起こり、日中

か？と 疑 問 を 感 じ まし

の相互理解が進む

た。中国には事 実でな

ことを願っていま

い情報も多かったため、
主筆の毛丹青神戸国際大学経済学部教授

す。
『知日

なぜ中国人は、日本が好きなのか! 』

筆者 おおうえともこ プロフィール
慶應義塾大学法学部卒業。在学中に第１回交換留学生として姉妹校の上海復旦大学で１年を過ごす。卒業後は複数の外資
系企業で海外勤務を経験し、中国在住歴は1995年より通算19年にわたる。現在は李嘉誠財団が中国初の私立ビジネススク
ールとして設立した長江商学院のマーケティングマネージャー
（日本担当）
を務める。
長江商学院▶http://jp.ckgsb.edu.cn/
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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。
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
是非Webサイト・メールマガジンをご活用ください。
ておりますので、
・表示の価格には消費税
（８％）が含まれます。
オンラインショップトップページ

メールマガジンの配信登録

http://keiocard.com/shop/

塾員会員の方 ▶ http://www.keiocard.com/mag/

携帯サイト

塾生
（学生）
会員の方 ▶

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。

４／19 帝国劇場
（日）
締切

レ・ミゼラブル

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。

４／23 こまつ座
（木）
締切

『戯作者銘々伝』

全世界で興行収入記録更新中の＂ミュージカルの金字塔＂
「レ・
ミゼラブル」劇場で体験するあの感動と興奮を再び！

「笑い」に命をかけた戯作者たちを描いた井上ひさしの思いを、
＂平成の戯作者＂東憲司が現代につなぐ、こまつ座待望の新作。

日時：５月23日（土）17：00／５月24日（日）
13：00
会場：帝国劇場
価格：Ｓ席 13,500円▶12,500円
出演：
（５/23）福井晶一、岸祐二、知念里奈、平野綾、田村良太、
若井久美子、駒田一、浦嶋りんこ、上原理生 ほか
（５/24）
吉原光夫、川口竜也、里アンナ、昆夏美、原田優一、
磯貝レイナ、萬谷法英、浦嶋りんこ、野島直人 ほか
＊未就学児童入場不可

日時：５月25日（月）
18：30／５月27日（水）
18：30
５月30日（土）
18：30
会場：紀伊國屋サザンシアター
価格：全席指定 7,500円▶6,900円
出演：北村有起哉、新妻聖子、玉置玲央、相島一之、阿南健治、
山路和弘、西岡德馬

４／12 新国立劇場
（日）
締切

海の婦人

５／10 新国立劇場
（日）
締切

東海道四谷怪談

５／14
（木）
締切

A FEW GOOD MEN
ア・フュー・グッドメン

映画
『ソーシャルネットワーク』
『マネーボール』
、ＴＶドラマ
『ザ・ホワイトハウス』
『ニュー
スルーム』など、数々の話題作
を放ち、賞レースで脚本賞を
総なめにしてきたカリスマ脚
本家、アーロン・ソーキンによ
る傑作舞台劇！

日時：６月19日（金）
19：00／６月20日（土）
17：00
６月21日（日）
14：00／６月22日（月）
14：00
会場：天王洲 銀河劇場
価格：8,500円▶7,700円
出演：淵上泰史、瀬奈じゅん、小西遼生、菅原永二、平埜生成、
田口トモロヲ 他

5／24 ブロードウェイミュージカル
（日）
締切

「ジャージー・ボーイズ」

ノルウェーを舞台に、海のような強い生命力を持つ女性を描
く、巨匠イプセンの傑作。自由への憧れを胸に秘めたエリー
ダはしかし初老の医師ヴァンゲルと結婚し穏やかに暮らして
いた。そこに突然かつての恋人が現れ…。

ご存知、伊右衛門とお岩の怪談劇です。なぜお岩の恨みは伊
右衛門一人でおさまらなかったのか。彼女の復讐劇に終わり
はあるのか…。戯曲はそのままに、お岩以外は男性キャスト
の新国版『東海道四谷怪談』
。ご期待下さい。

世界中が涙した真実のミュージカル、待望の初来日！
４人の若者たちの夢と栄光、苦悩と再起。四季で綴る、フラン
キー・ヴァリとフォー・シーズンズの物語。音楽が、ハーモニ
ーが、僕らをひとつにつなげてくれた。

日時：５月22日（金）18：30／５月23日（土）
13：00
５月24日（日）13：00
会場：新国立劇場 小劇場
価格：Ａ席 5,400円▶4,900円
出演：麻実れい、村田雄浩、眞島秀和、橋本淳 ほか
＊未就学児童入場不可

日時：６月25日（木）
18：30／６月26日（金）
18：30
６月27日（土）
18：00
会場：新国立劇場 中劇場
価格：Ｓ席 8,640円▶7,900円 ※先行発売になります！
出演：内野聖陽、秋山菜津子 ほか
＊未就学児童入場不可

日時：６月26日(金)13：30／６月26日(金)19：00
７月１日(水)13：30／７月１日(水)19：00
７月２日(木)13：30
会場：東急シアターオーブ
価格：Ｓ席 13,000円▶11,000円
出演：アメリカ招聘カンパニー
＊英語上演、日本語字幕あり
＊未就学児童入場不可
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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。
４／16 東京フィルハーモニー交響楽団
（木）

５月オーチャード定期演奏会

締切

24歳で鮮烈な日本デビューを
果 たした バッティストー ニ。
生気に富み歌心溢れる指揮は
多くの音楽ファンを惹きつけ
てやみません。彼がどのオペ
ラよりも愛しているという『ト
ゥーランドット』を演奏会形式
でご堪能ください。

４／29 熊川哲也Ｋバレエカンパニー

「海賊」

（木）
締切

ⒸAyumu Gombi

国立モスクワ音楽劇場バレエ

奇跡の舞踏スペクタクル
心を震わすドラマティック・バレエ

Ⓒ読響

日時：６月19日（金）
20：00（＊19：30〜解説あり）
会場：文京シビックホール
価格：Ｓ席 5,100円▶4,400円
指揮：石川星太郎
管弦楽：読売日本交響楽団
ナビゲーター：中井美穂
演奏曲目：ドヴォルザーク／交響曲 第９番「新世界から」
＊都合により曲目・出演者等が一部変更される場合があります。
＊未就学児童入場不可

６／28

「魔笛」

締切

（日）

日時＆出演：
７月16日（木）
18：30
タミーノ：鈴木准、夜の女王：森谷真理、パミーナ：幸田浩子、
パパゲーナ：九嶋香奈枝、パパゲーノ：黒田博 ほか
７月18日（土）
14：00
タミーノ：金山京介、夜の女王：髙橋維、パミーナ：嘉目真木子、
パパゲーナ：冨平安希子、パパゲーノ：萩原潤 ほか
７月19日（日）
14：00
タミーノ：鈴木准、夜の女王：森谷真理、パミーナ：幸田浩子、
パパゲーナ：九嶋香奈枝、パパゲーノ：黒田博 ほか
７月20日（月・祝）
14：00
タミーノ：金山京介、夜の女王：髙橋維、パミーナ：嘉目真木子、
パパゲーナ：冨平安希子、パパゲーノ：萩原潤 ほか
会場：東京文化会館 大ホール
価格：Ｓ席 13,500円▶12,500円
作曲：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
演出：宮本亜門
指揮：デニス・ラッセル・デイヴィス
管弦楽：読売日本交響楽団
合唱：二期会合唱団
＊やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。
＊未就学児童入場不可

６／30
（火）
締切

長渕剛10万人オールナイト・
ライヴ2015
in 富士山麓

本物はどこにあるんだ？
本物の声はどこにあるんだ？
長渕剛が富士で10万人と叫ぶ。
夜を徹して歌い、泣き、怒り、笑い、
ともに朝陽を迎え、
明日へ続く道を信じたい。

「第10回読響カレッジ」

仕事で忙しい方にも、ビギナーの方にも気軽にクラシックを…
そんな想いから、遅 めの20時開 演で 約１時間に凝 縮したプ
ログラムをお届けします。開 演 前には。アナウン サーの中
井美穂さんが、指揮者とのトークで作品の聴きどころを分か
りやすくご案内します。６月は、1985年生まれの新星・石川
星太郎がドヴォルザークの名曲〈新世界〉で、会場に大きな華
を咲かせます。

６／14 東京二期会オペラ劇場

心躍るスーパー・ファンタジック・
オペラ！この夏、最高にハッピー
なオペラがオーストリア・リンツ
より東京に凱旋！！

４／19 スタニスラフスキー＆ネミロヴィチ＝ダンチェンコ記念
締切

５／14 読売日本交響楽団

「第549回定期演奏会」

日時：６月５日（金）
19：00
会場：サントリーホール
価格：Ｓ席 9,200円▶7,800円
指揮：ユーリ・テミルカーノフ
メゾ・ソプラノ：小山由美
女声合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：NHK東京児童合唱団
管弦楽：読売日本交響楽団
演奏曲目：マーラー／交響曲 第３番
＊都合により曲目・出演者等が一部変更される場合があります。
＊未就学児童入場不可

締切

日時＆出演：
５月30日（土）12：30
白石あゆみ（メドーラ）、宮尾俊太郎（コンラッド）
５月30日（土）16：30
中村祥子（メドーラ）、Ｓ．キャシディ（コンラッド）
５月31日（日）14：00
中村祥子（メドーラ）、Ｓ．キャシディ（コンラッド）
６月13日（土）17：00
ニーナ・アナニアシヴィリ（メドーラ）、遅沢佑介（コンラッド）
６月14日（日）14：00
ニーナ・アナニアシヴィリ（メドーラ）、遅沢佑介（コンラッド）
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席 ５月30日・31日 13,500円▶11,400円
６月13日・14日 18,500円▶15,600円
＊５歳以上の入場が可能。但しお席が必要です。
＊熊川哲也の出演はありません。

（日）

締切

Ⓒ読響

（水・祝）

Ｋバレエカンパニーの男性
ダンサーのダイナミックな
魅力が炸裂！！また、世界
の舞姫 アナニアシヴィリ
と中村祥子も出演が決定。
愛、闘争、裏切り、スリルと
感動のドラマが繰り広げら
れてゆく。今春、目が離せ
ない！！！

（木）

ロシアが誇る巨匠テミルカーノフが、マーラーの重量級プロ
グラムで、重厚壮大かつ繊細な響きを築きます。国際的に活
躍する小山由美がソプラノを務めます。

日時：５月17日（日）15：00
ⒸK.Miura
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席 10,000円▶9,000円
指揮：アンドレア・バッティストーニ
トゥーランドット（ソプラノ）
：ティツィアーナ・カルーソー
カラフ（テノール）
：カルロ・ヴェントレ
リュー（ソプラノ）
：浜田理恵
合唱：新国立劇場合唱団
児童合唱：東京少年少女合唱隊 ほか
曲目：プッチーニ／歌劇「トゥーランドット」
（演奏会形式）
＊未就学児童入場不可
＊やむを得ない事情により出演者・曲目などが変更となる場
合がございます。予めご了承ください。

締切

４／30 読売日本交響楽団

（日）

青島広志のバレエ音楽ってステキ！
夏休みスペシャルコンサート2015

見て、聴いて、楽しむバレエ
テレビ等でお馴染みの作
曲家・青島広志氏の楽しい
お話と指揮による、バレエ
音楽に焦 点をあてたコン
サート。毎回完売の楽しい
コンサートが夏休みに帰っ
てくる！！

日時：７月25日（土）
11：30／７月25日（土）
15：30
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席 6,600円▶5,600円
指揮とお話：青島広志
助手:宮尾俊太郎
管弦楽:シアターオーケストラトーキョー
バレエ:Ｋバレエカンパニー
演奏予定曲：チャイコフスキー「白鳥の湖」
より、
「くるみ割り人形」
より、
「海賊」
より ほか
＊曲目は変更となる場合もございます。予めご了承ください。
＊５歳以上入場可(但し、入場券が必要です)

４／19
（日）
締切

Koda Kumi 15th Anniversary Live
Tour 2015 ~WALK OF MY LIFE~
supported by Mercedes-Benz

倖田來未デビュー15周年！記念すべきアリーナツアー開催！

日時（予定）
：
８月22日（土）
21：00〜８月23日
（日）
６：00
※公演中数回の休憩を予定しております。
※雨天決行、荒天中止

会場：ふもとっぱら（住所：静岡県富士宮市麓156）
価格：オールスタンディング（ブロック指定） 15,000円
＊この公演は定価での販売となります。

演目＆公演日時：
「エスメラルダ」 ５月20日（水）
13：30／５月20日（水）
18：30
（全３幕）
５月21日（木）
13：30
「白鳥の湖」
５月23日（土）
12：00／５月23日（土）
17：30
（全４幕）
５月24日（日）
12：00
会場：東京文化会館 大ホール
価格：Ｓ席 14,000円▶12,600円
管弦楽：国立モスクワ音楽劇場管弦楽団
＊３歳以下のお子様は入場不可。
チケットはお一人様につき１枚必要です。
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※オールナイト公演の為、条例により18歳未満のご入場はお断り致します。
※一般車両（自家用車・タクシー等）にて直接会場周辺にお越し頂くことはできません。
ご了承の上、チケットをお申込頂けますようお願い申し上げます。
☆会場への交通手段について
会場となる
「ふもとっぱら」は、駅等いずれの周辺公共交通機関からも相当の距離があ
り、会場への交通手段として、いずれかのJTB旅行商品
（旅行企画・実施：JTBコーポレー
トサービス）をご購入頂く必要がございます。なお、一般車両
（自家用車・タクシー等）
での来場は固くお断りしております（会場の周辺道路に来場者の皆様が車両で来られ
ると、会場周辺の地域住民の皆様にご迷惑をおかけする他、想定外の渋滞が発生し、
公演自体の実施が難しくなる可能性があるためです）。この点をご留意頂き、必ず、
JTB旅行商品のいずれかをご購入頂き、当日ご来場頂きますよう、お願い致します。
JTB旅行商品ウェブサイト：www.jtbbwt.com/entertainmenttour/nagabuchi/
長渕剛10万人ライヴ in 富士山麓 JTBツアーセンター：

03-6863-4367（平日／10：00〜18：00）

日時：６月27日（土）
17：30（開場時刻／16：00）
会場：さいたまスーパーアリーナ
価格：一般指定席 8,200円
※こちらの公演は先行販売となります。
＊小学生以上有料（小学生以下のお子様でも座席が必要な場
合は、チケットが必要となります。
）

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。
対象公演はリハーサル見学付き

６／14
（日）

締切（先行発売）

イタリア・ナポリターナ楽団

「オー・ソレ・ミオ」

青くきらめく地中海に、情熱
の歌声が響く！カンツォーネ
とタランテッラ（ナポリ舞曲）
のベストセレクション！

日時＆会場：７月19日（日） 13：00（※）
横浜みなとみらいホール
７月20日（月・祝）
12：30（※）／16：00
東京オペラシティ コンサートホール
価格：全席指定 6,500円▶6,000円
出演予定：サンドロ・クトゥレーロ（指揮）、パオラ・サントゥッ
チ（ソプラノ）、エマニュエーレ・ジャンニーノ（テノー
ル）、イタリア・ナポリターナ楽団、ダンサー２名
予定曲目：
「帰れソレントへ」
「サンタ・ルチア」
「フニクリ・フ
ニクラ」
「オー・ソレ・ミオ」
など ほか10数曲
＊（※）の公演ではリハーサル見学に参加可能です。
＊未就学児のお子様のご入場はご遠慮ください。
＊曲目・出演者は変更になる可能性がございます。予めご了
承ください。

５／10 ハンガリー国立歌劇場
（日）
締切

「ロッシーニ セビリアの理髪師」

ハプスブルグ帝国の２大劇場。
ウィーン国立と共に栄光の座へ降臨。

日時：６月14日（日）16：00
会場：茅ヶ崎市民文化会館 大ホール
価格：Ａ席 16,000円▶14,400円
出演：ハンガリー国立歌劇場管弦楽団／合唱団
＊全２幕／原語上演・日本語字幕付き
＊未就学児童入場不可

５／10
（日）
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。

会場：東京・外苑前会場
渋谷駅神宮前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、５月31日
（日）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。

対象公演はリハーサル見学付き

６／14
（日）

締切（先行発売）

キエフ・クラシック・バレエ

「眠りの森の美女」
（全３幕）

対象公演はリハーサル見学付き

６／30
（火）

締切（先行発売）

司会のお姉さんによる分かりやすい解説付き

「親子で楽しむ夏休みバレエまつり」

キエフ・クラシック・バレエ
は、世界でも数少ない、子ど
もたちに芸術の素晴らしさを
伝えるために設立された、本
格的な音楽劇場です。今回上
演するメルヘンの代表作『眠
りの森の美女』は世界中で愛
されている有名なおとぎ話。
華やかな舞台､ わかりやすい
ストーリーでお子さまと一緒
に､ ご家族でお楽しみいただ
けます！

数々のスターを生み、今年の
新春に３年ぶりの来日公演を
果たした名門ミハイロフスキ
ー劇場バレエのプリマ、実力
派ソリスト達が出演！
マリインスキー劇場バレエの
ソリストが率いるサンクトペテ
ルブルグ･シティ･バレエの 優
美なコール･ド･バレエが華や
かに舞台を彩ります。
夏休みにお楽しみ頂ける、贅
沢なガラ・コンサート！

日時＆会場：７月18日
（土）
14：30 きゅりあん（品川区立総合区民会館）
８月２日（日）
13：30 文京シビックホール
価格：全席指定 7,000円▶6,500円
出演：キエフ・クラシック・バレエ
＊リハーサル見学に参加可能です。
＊４歳以上のお子様からご入場いただけます。
＊演奏は特別録音音源を使用いたします。

日時＆会場＆価格：
８月１日（土）
12：30（※）／15：30 文京シビックホール
全席指定 7,000円▶6,500円
８月２日（日）
14：00（※） 調布市グリーンホール
全席指定 6,500円▶6,000円
出演：サンクトペテルブルグ・シティ・バレエとミハイロフス
キー劇場バレエのソリストたち
予定プログラム：
「白鳥の湖」
第２幕より、
「くるみ割り人形」
第２幕より 他
＊（※）の公演ではリハーサル見学に参加可能です。
＊４歳以上のお子様からご入場いただけます。
＊演奏は特別録音音源を使用いたします。

５／21 太鼓芸能集団
（木）
締切

鼓童ワン・アース・ツアー2015〜永遠

太鼓音楽にいざなわれ、垣間
みる「永遠」
。芸術監督・坂東
玉三郎演出による鼓童の最新
作は、
「永遠」
をテーマに情感
あふれる舞台をお届けしま
す。
「夜明け 光 雨 風 雲
波 夕暮れ 星空」50種を越
える世界各国の楽器が響きが
溶けあい、色鮮やかに「永遠」
の世界を描きます。そしてク
ライマックスで劇場を覆い尽
くす怒濤の連打、鼓童ならで
はの魂ゆさぶる太鼓をお見逃
しなく。

日時＆会場：６月20日（土）
17：30（茅ヶ崎市文化会館 大ホール）
６月26日（金）
18：30（パストラル加須）
６月27日（土）
17：00（藤岡市みかぼみらい館）
価格：全席指定 5,700円▶5,200円
演出：坂東玉三郎
出演：鼓童
＊未就学児童入場不可

９／10 サンリオピューロランド
（木）
締切

会員限定優待パスポート

５／6

50周年記念 百万本のバラコンサート

締切

『加藤登紀子 with ラトビア・リエパーヤ交響楽団』

（水）

「百万本のバラ」が誕生した音
楽の国・ラトビアからのオー
ケストラ、リエパーヤ交響楽団
その美しい音楽にのせて加藤
登紀子が歌う珠玉の名曲
「百万本のバラ」
「時には昔の話を」
「難破船」
「愛の讃歌」
「リベルタンゴ」
「知床旅情」 他

日時：６月７日（日）
16：00
会場：よこすか芸術劇場
価格：Ｓ席 6,500円▶6,300円
出演：加藤登紀子、ラトビア・リエパーヤ交響楽団
指揮：籾山和明
ピアノ：島健
＊未就学児童入場不可

８／16 異端の作曲家
（日）
締切

エリック・サティとその時代展

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。

エリック・サティ（1866-1925）
は、20世 紀 へ の 転 換 期 に活
躍した異色の作曲家です。な
ぜ美術館で作曲家の名を冠し
た展覧会なのでしょうか？彼
はピカソ、ピカビアなど同時
代のアーティストとモンマルト
ルを根城に交流し、多くの作
家に影 響を与えたからです。
本展ではマン・レイをして「眼
を持った唯一の音楽家」と言
わしめたサティの活動に刺激
を与え合った芸術家たちの作
品を通して、作曲家サティの
新たな側面を浮かび上がらせ
る、ほかでは見られない展覧
会です。

価格：大人（ 18才以上）休日
3,800円▶3,300円
小人（３〜 17才・高校生）
休日 2,700円▶2,500円
＊春・夏・冬休みなどサンリオピューロランドが定める学校
休日及び土日祝日に関しましては、通常、休日料金となり
ますが、慶應カード会員限定優待パスポートは、平日・土
日祝日問わず、ご利用いただけます。
＊９月30日（水）
まで有効です
＊２才以下は無料です。

日時：７月８日
（水）
〜８月30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）
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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。

４／12
（日）
締切

夜想曲集

世界的に著名な英国の作家、カズオ・イシグロが2009年に発
表した短編集「夜想曲集」より「老歌手」
「夜想曲」
「チェリスト」
の３篇を選び、一つの戯曲として再構築する。
この再構築を行うのは＂井上ひさし最後の弟子＂と言われた劇
作家・長田育恵。そして、演出を手掛けるのは２度の読売演劇
大賞優秀演出家賞に輝く新進気鋭の演出家・小川絵梨子。
研ぎ澄まされた感性がぶつかり、これまでにない舞台が誕生
することになりそうだ！

日時：５月20日（水）19：00／５月23日（土）
13：00
会場：天王洲 銀河劇場
価格：Ｓ席 8,500円▶7,200円
出演：東出昌大、安田成美、近藤芳正、長谷川寧、中嶋しゅう
ほか
＊未就学児童入場不可

６／７ ミュージカル
（日）
締切

「サンセット大通り」

1993年『サンセット大通り』は、
『キャッツ』を始めとする数々の
大ヒットミュージカルを生み
出してきた、アンドリュー・ロ
イド＝ウェバーによりロンド
ンにて初演。翌年にはブロード
ウェイにて上演され、1995年のトニー賞では７部門で賞を獲
得し話題となった。日本での初演が実現したのは2012年。演
出に濃密なドラマを描くことで定評のある鈴木裕美、数多の
女優たちが熱望していた大女優・ノーマ役に安蘭けいを迎え
た本作は、高い評価を得て、日本のミュージカル界に新たな歴
史を刻んだ。このたびの再演にあたり、キャストにはさらに
豪華な顔ぶれが揃った。主演の大女優ノーマ役には、本作の
初演で第38回菊田一夫演劇賞を受賞した後も、数々の話題作
に出演し活動の場を広げている安蘭けい。そしてもうひとり
のノーマ役にロイド＝ウェバーの最新作『ラブ・ネバー・ダイ』
での圧倒的な歌唱力が記憶に新しい濱田めぐみを迎える。ふ
たりの歌姫による夢の競演に期待が高まる。
日時：７月７日
（火）18：30（濱田＆柿澤）／７月９日（木）18：30（安蘭＆平方）
７月11日（土）13：00（濱田＆柿澤）／７月11日（土）17：30（安蘭＆平方）
７月18日（土）13：00（安蘭＆平方）／７月18日（土）17：30（濱田＆柿澤）
会場：赤坂ＡＣＴシアター
価格：Ｓ席 12,500円▶土日祝 11,200円／平日 9,900円
出演：安蘭けい／濱田めぐみ（Ｗキャスト）、平方元基／柿澤勇人（Ｗキャスト）、
鈴木綜馬、水田航生、戸井勝海、浜畑賢吉 ほか

４／19
（日）
締切

嵐が丘

イギリス北 部ヨークシャーの荒 野に立つ 館「嵐が丘」を舞台
に、最愛の人・キャサリンを奪われた孤児ヒースクリフが復
讐に燃える姿を描いた作品。
「世界の十大小説」とも評され、世界中で舞台化・映画化され
ている名作です。

【堀北真希コメント】
私は今まで舞台で芯の強い女性を演じること
が多かったのですが、今回はとても気の強い
女性だと思うので、今までとは違った強い女
性を演じることが出来ればと思っています。

日時：５月14日（木）18：30
５月21日（木）18：30
５月24日（日）17：00
会場：日生劇場（帝国劇場 向かい）
価格：Ｓ席 12,000円▶8,900円
作：エミリー・ブロンテ
演出：Ｇ２
出演：堀北真希（キャサリン）、山本耕史（ヒースクリフ）
、
戸田恵子（ネリー）ほか
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４／19 「ルーマーズ」

６／30 明治座
（火）
締切

（日）

志村魂

締切

志村けん一座 第10回公演「一姫二太郎三かぼちゃ」
バカ殿 明治座にふたたび！！

日時：７月30日（木）
17：00／８月８日（土）
17：00
８月９日（日）
13：00／８月11日（火）
13：00
会場：明治座
価格：Ｓ席 8,500円▶8,100円
出演：志村けん ほか
＊４歳以下のお子様の入場不可

４／26 国立劇場６月歌舞伎鑑賞教室
（日）
締切

解説 歌舞伎のみかた「壺坂霊験記」

歌舞伎鑑賞教室は歌舞伎を初めてご覧になる方のための入門
公演です。お芝居の前に出演者によるわかりやすい解説もあ
ります。初めての方も是非ご覧ください。

日時：６月７日（日）
11：00
６月12日（金）
19：00
６月20日（土）
14：30
会場：国立劇場 大劇場
価格：3,900円▶3,500円
出演：片岡孝太郎、坂東亀三郎

７／５
（日）
締切

ほか

〜口から耳へ、耳から口へ〜

過 去３回 の 上 演 で は700回
以 上も爆 笑 が 起 こったとい
う大爆笑喜劇！ニューヨーク
の 豪 邸 を 舞 台 にセレブカッ
プル達が巻き起こす、とんち
んかんな大騒ぎ！

日時：５月29日（金）
18：30（※グッドプライスデー）
５月24日（日）
14：00
５月30日（土）
14：00
５月31日（日）
14：00
会場：イーエックスシアター六本木
価格：２階指定席 8,500円
※グッドプライスデー ２階指定席 7,500円
作：ニール・サイモン
演出：高橋昌也
演出補：前川錬一
出演：黒柳徹子、団時朗、かとうかず子、大森博史、茅島成美、
鶴田忍、平栗あつみ、石田登星、千葉ミハル、佐々木睦
＊未就学児童入場不可

4／12
（日）
締切

国立文楽劇場

５月上方特選演芸会

恒例となった国立文楽劇場の上方演芸特選会。
落語や奇術から浪曲まで、バリエーション豊かな上方の演芸
をお楽しみください。

日時：５月20日（水）
13：00／５月21日（木）
13：00
５月22日（金）
13：00／５月23日（土）
13：00
会場：国立文楽劇場 小ホール（大阪）
価格：一般 2,100円▶1,900円
落語：桂 三河／桂 団治郎（交互出演）
漫才：ベビィリッチ
浪曲：真山誠太郎
漫才：平和ラッパ・梅乃ハッパ
《仲入》
落語：桂勢朝
奇術：キタノ大地
落語：松浦四郎若

ミュージカル

「グッバイ・ガール」

演 出家マキノノゾミが 手
掛ける初のミュージカル
作 品！ 1970年 代 の ニ ュ
ーヨーク。男運ゼロのシ
ングルマザーと変わり者
の 売 れ な い 役 者。 紫 吹
淳と岡 田 浩 暉 が演じる、
ちょっと風 変わりなロマ
ンチックラブストーリー。
【あらすじ】
ニューヨークの78番 街。 愛 人トニーに捨てられたポーラは
娘のルーシーの生活費のため、再びダンサーに戻る決 意を
する。そんな中、トニーから部屋を譲り受けたエリオットと
いう男が強引に部屋に入り、話し合いを要求する。渋々ルー
シーの部屋を明渡したポーラだったが、母娘はこの風変わり
な同居人の生活に振り回されることに…。

日時：８月10日（月）
13：30
８月13日（木）
13：30／８月14日（金）
18：30
８月15日（土）
12：30／８月15日（土）
17：30
会場：東京国際フォーラム ホールＣ
価格：Ｓ席 11,000円▶8,500円
出演：紫吹淳、岡田浩暉 ほか

東京・丸ビルにて
18：30〜20：30好評開催中!!
https://www.sekigaku.net/
経営者、研究者、ジャーナリスト、
アスリートなど著名人による25講演
主催：慶應丸の内シティキャンパス
（慶應MCC）

▲ 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450円ご負担いただきます。

450円
450円
450円
450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

サンリオピューロランド
会員限定優待パスポート

慶應カード価格

2015年
9月30日
（水）まで有効

①大人3,800円

→ 3,300円／枚



①小人2,700円

→ 2,500円／枚



① 一般（前売）1,200円

Bunkamuraザ・ミュージアム
異端の作曲家

エリック・サティとその時代展
ダイアログ・イン・ザ・ダーク



2015年
①大学・高校生（前売）800円

７月８日
（水）〜８月30日
（日）
①中学・小学生（前売）500円

５月31日
（日）までに予約

①共通：5,000円





→ 1,160円／枚
→
→

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



名

小
①×②

合

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

200円

計

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/

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。
■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５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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塾生カード

読者プレゼント

有機無農薬中国茶

トラベルクーポン

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4,000円
相当の中国茶を１名様にプレゼント。

10 名様

『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。

提供：有限会社馨華様

※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

Amazon Student

塾員カードをお持ちの方対象のご案内です

応募方法

※イメージ

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

オリジナルタンブラー

応募先

ロゴ入りのタンブラーを５名様にプレゼント。
色はお任せください。

５名様

提供：三井住友カード株式会社様

応募締切

 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
2015年４月27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。

●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

県・540名を採用いたしました。

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折

カード会員の皆様には、義塾が21世紀の

に、義塾の教育・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。 先導者にふさわしい学塾として発展してい
くために、義塾との絆をさらに深めていた

会員の皆様からの醵出金およびその運用

お問い合せ先

益は、塾生への奨学支援を事業の中核に、 だきたく、維持会へのご加入をお願い申し
義塾の教育・研究活動の充実のために幅広

上げます。なお、維持会にご入会いただき

く活用させていただいております。平成

ますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載

19年度には「慶應義塾維持会奨学金」を新

号からご加入期間贈呈いたします。すでに

設し、地方出身者を優先採用とした維持会

維持会員としてご協力いただいている皆様

独自の奨学金として、成績優秀な塾生に対

には、引き続きあたたかいご支援を賜りた

し支給することとし、これまでに47都道府

く、よろしくお願い申し上げます。

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より

住所・改姓名の変更届はお早めに
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

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。

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

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

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

▪お問い合せ先

慶應カードニュース
Vol.34

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

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

2015年３月発行
発行人／平尾 保弘
編集／慶應カード事務局

慶應カード協力店募集中

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
16

（維持会担当）
慶應義塾 基金室
〒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

お手紙・FAXでお待ちいたしております。

お待たせしました。慶應カードニュースVol.34をお届けいたします。今回は、慶應カードの歴史や支援の
仕組みなどをご案内しましたが、何か新たな発見をしていただければ幸いです。慶應カードをより便利にご
利用いただき、支援につながるように、事務局一同サービス内容の拡充に努める所存です。
今後とも、より一層のご指導とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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株式会社 慶應学術事業会
慶應カード事務局
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電話：03-3453-3854
FAX：03-3457-9633
URL：http://www.keiocard.com/

