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法学部は1890（明治23 ）年に慶應義塾
が開設した＂大学部＂の＂法律科＂を前身と

関など、社会の第一線で活躍する塾員を
多く輩出してきました。

しています。1898（明治31 ）年に設置さ

1月30日（土）には、三田キャンパス北

れた＂政治学部＂が、1918（大正7 ）年の大

館ホールにて法学部開設125年記念式典

学令で法律科と合併して、法律学科と政

ならびに講演会が開催されました。開会

治学科の二つの学科から構成される法学

挨拶で岩谷十郎法学部長は、ディスプレ

部となりました。伝統ある学部として、

イに法学部の歴史資料を投影し、法学部

一般企業はもちろんのこと、法曹界、公

（当時は法律科）
開設にあたりアメリカか

務員、ジャーナリスト、さらには国際機

ら来日したウィグモアと彼の旺盛な好奇

法学部が125年記念式典・
講演会を開催
岩谷法学部長による開会挨拶

トークセッションの様子

清家塾長による祝辞

心、ウィグモアに鼓舞された塾生らの監

俊之法学部教授が、それぞれ研究成果を

訳により刊行された書物などにふれ、当

講演しました。

時から法学部がいきいきとした場であっ

トークセッションの部は大石裕法学部

たことを紹介しました。続いて、記念式

教授が司会をつとめ、
「戦後七十年を越

典の部として清家篤塾長、濱田純一前東

えて－グローバル化の中の大学の役割と

京大学総長の祝辞が述べられました。

学問の自由」
を主題として行われました。

次に行われた記念講演の部では、
「国

大石教授のほか、清家塾長、濱田前東京

際刑罰権の現状と課題」としてフィリッ

大学総長、茂木友三郎キッコーマン株式

プ・オステン法学部教授、「民主主義と

会社取締役名誉会長、岩谷法学部長が登

独裁の歴史的起源－東南アジアを中心

壇して積極的な対話がなされました。

に」として粕谷祐子法学部教授、「アメリ

最後に下村裕法学部教授が閉会挨拶に

カの音楽文化と人種構成」として大和田

立ち、記念式典・講演会は幕を閉じました。
※慶應義塾ウェブサイトより一部抜粋しております。
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昭和初期の実習風景
（整形外科處置）室

時代のニーズに合わせ
日本の医療を支えてきた

慶應の看護
慶應義塾は1917年に医学科を創設し、翌年の1918年には

「慶應義塾大学医学科付属看護婦養成所」を開設しました。
160名の志願者から選抜された第一回生54名が入学し、看護
教育が始まりました。その後、移転や産婆養成所の開設、
大学医学部付属看護婦養成所への改称などを経ながら慶應
義塾の精神である「独立自尊」
「実学」を重んじ常に優秀な人
材の養成に努めました。戦時特令によって卒業が短縮となっ
た時期にも産婆専修科を設けて対応してきましたが、空襲に

ひな祭り
（昭和17年）

より医学部・病院施設の6割を失うという大きなダメージを

研究科修士課程、2007年には同博士課程もスタート。2011

受けました。

年からは医・看・薬の医療3学部による合同教育も開始され、

1950年には医学部付属厚生女子学院と改称し新たにスタ
ート。その後、看護短期大学へと改組しました。変動の大

より複雑で変化に富む時代に対応できる人材の輩出に向け
て取り組みを続けています。

きな時代になり看護医療の先導的役割を果たす人材が求め

2018年には慶應の看護教育が100周年を迎え、さらなる飛

られるようになり、2001年には湘南藤沢キャンパスに看護

躍にむけて記念事業が行われます。慶應カードニュースで

医療学部が開設され、2005年には大学院健康マネジメント

は今後も慶應看護100年関連の話題をお伝えしていきます。

ご存知
ですか？

鶴岡から未来を拓く
慶應義塾大学先端生命科学研究所

山形県鶴岡市の豊かな環境の中に

代のサイエンスへの興味・探求心を

対象にして「生命の起源」
「地球外生

ある慶應義塾大学鶴岡タウンキャン

引き出すために様々な教育プログラ

命探査」
「人類の宇宙進出」という３

パスは、本格的なバイオの研究所

ムを実施しています。今回ご紹介す

つのテーマを軸にします。様々な背

「先端生命科学研究所」を設置してい

るのは高校生、大学生、大学院生

景やモチベーションを持つ学生が一

ます。最先端のバイオテクノロジー

を対象とした「 Keio Spring Science

同に会して、各分野の専門家や学生

を用いて生体や微生物の細胞活動を

Camp 2016」
という勉強合宿で、
「宇

による講演を聞き、直接交流するこ

網羅的に計測・分析、コンピュータ

宙生物学」
（アストロバイオロジー）

とで、生命と宇宙に関する研究の面

で解析・シミュレーションして医療

をメイントピックに取り上げます。

白さを発見・認識してもらえること

や食品発酵などの分野に応用してお

アストロバイオロジーという造語は

でしょう。

り、東証マザーズに上場したヒュー

1970年にNASAが定義したもので、

※3月24日（木）
〜3月26日（土）に開催。

マン・メタボローム・テクノロジー

宇宙と生物にわたる分野横断的な学

参加申込は締め切られています。

ズ株式会社や人工クモ糸量産技術の

術領域を示しています。日本国内で

その他のイベント等は先端生命科学

Spiber株式会社など慶應鶴岡発ベン

も独自のアストロバイオロジー研究

研究所のwebサイトをご確認くださ

チャーも生まれてきました。

を推進する機運が高まっており主に

い。

生命や宇宙に興味がある若手学生を

http://www.iab.keio.ac.jp/

先端生命科学研究所では、若い世

米国のトムソン・ロイター社は科学研究の各分野において高い影響力を持つ科学者を論文の引用動向を分析し
「Highly Cited Researchers」
を発表しています。この2015年版には先端生命科学研究所所長の冨田勝環境情報学部教授がその一人として選出されました。
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今年こそ、新たな知に出会いたい

慶應義塾の社会人教育機関
慶應 MCC で学んでみませんか
慶應MCC（慶應丸の内シティキャンパス）は、慶應義塾の社会人教育機関として東京・丸の内にキャンパス
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20,000人のビジネスパー
ソンが学んでいます。今回は、手軽に参加できる講演会、少人数で学ぶワークショップ、自分のペースで学
べる新しい学習サービスをご紹介します。

丸ビルで旬のトピックスに触れる講演会『夕学五十講』。
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による講演会。東京・丸の
内の丸ビルホールで夕刻18:30に開催しています。

●2016年前期前２５講演は４月１３日スタート! 慶應義塾関連の３講演をご紹介します。
4 ／ 13
（水）

4 ／ 27
（水）

7／ 7
（木）

「歴史の名言から未来を読む」

竹中 平蔵

慶應義塾大学総合政策学部教授
グローバルセキュリティ研究所所長

「なぜあの人は経営のプロと呼ばれるのか？」

山根 節

早稲田大学大学院教授（ビジネススクール）
慶應義塾大学名誉教授（ビジネススクール）

「追い詰められた欧州統合：多重危機を乗り越えられるか？」

竹森 俊平

慶應義塾大学経済学部 教授

その他にもノーベル賞を受賞した梶田隆章・東京大学特別栄誉教授やラグビー日本代表のメンタルコーチとしてチームを支え
た荒木香織・兵庫県立大学環境人間学部准教授、箱根駅伝２連覇を達成した青山学院大学の原晋監督などが登壇します。
『夕学五十講』詳細はこちらから https://www.sekigaku.net/ 読者プレゼントがあります。P16をご覧下さい。

古典、芸術、表現などを少人数でじっくり学ぶ講座 agora（アゴラ）
文学、歴史、芸術、身体論などのテーマを、少人数でじっくりと学ぶ連続講座です。多様なバックボーンの人々が、
「ひ
とつのテーマを深く掘り下げる」ことで、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。
7／ 9
（土）
開講
全6回

5 ／ 15
（日）

美山先生・平野先生と楽しむ【ドイツオペラの精髄】
オペラ史を決定づけた作曲家や作品、思想などをたどりながら、総合力で圧倒するドイツオペラを楽しみます。

エド・はるみさん×前野隆司先生とワークショップ【笑いと幸せのつくり方】

開講
と「幸せ」のメカニズムを紐とき、よりよい人間関係・幸せな人生を探究します。
全 6 回 「笑い」

その他にも【陽明学入門】
【禅の智慧】
【能と日本の美意識・人生観】
【表現力を磨く演劇ワークショップ】
【文章表現ワーク
ショップ】を開催。詳細はこちらから http://www.sekigaku-agora.net/

慶應カード特典 慶應カードでのお支払で10％割引
（個人のお申込みに限ります）
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「慶應」×「丸の内」クオリティのコンテンツを
ネットで学べる新学習サービス『クロシング』
インターネット環境があれば、全国・世界どこでも、いつでも自分のペースで学べます。
「発想が限られて陳腐になっている気がする」

クロシング学習メニュー

「勉強の必要性は感じているが、仕事が忙しい」
「情報が多すぎて、価値ある内容を探すのに時間がかかる」

❶夕学アーカイブ

「海外転勤で日本の情報から疎遠になっている」

丸の内で15年間開催している有料講演会『夕学五十

そんな方には
「クロシング」がおすすめです。

講』から厳選・視聴しやすく編集された講演映像を
パソコンやスマホで何度でも視聴できます。映像
は10講演からスタートし、毎月新着映像が追加さ
れます。

❷夕学クロシング
夕学アーカイブから複数講演をピックアップし、
毎週一回ネット上でディスカッションを行います。
議論された内容は、ディスカッション終了後も復
習・閲覧することができます。

❸MCCセレクション
慶應MCCのビジネスプログラム・agoraのコンテ
ンツをクロシング用に撮影・編集した講義映像で
す。毎月1本ずつ公開します。

❹MCCレッスン
慶應MCC講師によるウェブレッスンです。会員の
中から希望を募り、公開で個別指導を受けること
ができます。

❺夕学ライヴ
開講中の『夕学五十講』をPC、タブレット、スマー
トフォンでライヴ視聴できます。年間30本を予定
しています。※一部講演を除く（ 2016年秋募集開
始予定）

年会費

割引情報

入会月から一年間の会員制。入会（更新）時期は年４回（４月、７月、10月、１月）です。
会費・コンテンツ

年会費（税込）

夕学アーカイブ
MCC
夕学クロシング セレクション

MCC
レッスン

夕学ライブ

➡

32,400円
クロシング会員

４月期会員に限り

24,300円

○

○

○

×

○

○

○

○

※割引適用外

クロシング会員ゴールド
（2016年秋募集開始予定）

お問合せ

108,000円

慶應MCC クロシング事務局

4月期会員（ 3月末までのお申込み）に限り年会費が3
カ月分無料
※慶應カード割引との併用はできません。

法人一括申込割引
25名以上一括でお申し込みされる場合、年会費を
20%割引いたします。【事務局1名無料】
4月期会員
（ 3月末までのお申込み）
に限り割引率40%

担当：湯川・前田
TEL：03 ｰ 5220 ｰ 3111（平日10：00～18：30） FAX：03 ｰ 5220 ｰ 3129

xing-info@keiomcc.com
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温泉に行こう

甲信越編

日本には3,000を超える温泉地があります。古事記や日本書紀など最古の文書類にも記述がみられ、はるか昔から
我々の生活に根付いてきた温泉。温泉は含まれる成分により11の泉質に分類されますが、源泉により成分の含有率
が異なるほか複数の成分も含んでいる場合もあり、バラエティが豊かです。また、我が国は環太平洋火山帯に属し、
世界有数の火山国であることから「温泉」と聞くと「火山」を想像する方が多いのではないかと思いますが、火山性
温泉のほかに、地中に閉じ込められた雨水もしくは海水が自然地熱等により温められた非火山性の温泉もあります。
最近ではその魅力が知られ、入浴習慣の異なる外国人にも人気が出てきました。編集部では、温泉を再発見してい
ただくべく、複数回にわたり独自協力店と温泉についてご紹介します。

貝掛温泉

ふじやま温泉

江戸時代より日本に３つある「目の温泉」として知られる温
泉です。巡礼中の白雲禅師が開湯したと言われ、上杉謙信
の関東攻略の際には将兵の湯治を行ったという。昭和初期
までは、
「貝掛の目薬」も生産され、一般に販売されていま
した。37℃なので長温浴も可能なほか、
（加熱42℃もあり
ます）
また、圧浴、浮力浴でリハビリ効果もあります。

全国的にもきわめて珍しい
「マグネシウム・カルシウム・ナト
リウム-炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物泉」というすべての泉質
を含みます。大浴場には富士山特有の天然水で健康に良いと
いわれるバナジウム水を使用したバナジウム風呂もあります。

泉質：塩化物泉

ハイランドリゾート
ホテル＆スパ（宿泊）

奥湯沢

貝掛温泉

［慶應カード特典］
貝掛名物のイワナのお刺身
をご提供します。予約時に
慶應カード利用とお申し付け
ください。
［一言PR］
東京駅から宿の玄関まで100分で到着できる秘湯の一軒宿。
５月12日（木）と18日（水）には今年で30年目となる山菜教
室を催します。散策してご自身で摘んだ山菜を板前が天ぷ
らにしてご提供します。

泉質：マグネシウム・カルシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩・
塩化物泉

［慶應カード特典］
ご予約の際に「 FUJIYAMA倶
楽部」とお伝えいただき、慶
應カードを宿泊当日にご提
示ください。所定のプラン
が通常料金より500円引き！
［一言PR］
富士急ハイランドオフィシャルホテル。ご宿泊者の富士急ハ
イランドへの優先入園も特別にできます！ご宿泊者に嬉しい
特典満載です。
http://www.highlandresort.co.jp/

ふじやま温泉（日帰り入浴）
温泉豆知識
温泉に入るのは人間だけではありません。長野県・地獄谷で
は野猿の入浴風景が有名ですが、動物が傷などを癒すのを
見て、人間も利用するようになったと言われる温泉は、日本
各地にあります。愛媛県の道後温泉は、足に傷を負った白鷺
が毎日湯につかり完治したのを不思議に思った人々が利用を
始めたといわれています。その他にも熊の湯温泉（北海道）
、
鶯宿温泉（岩手県）、猫啼温泉（福島県）、燕温泉（新潟県）
、
鷺の湯温泉（島根県）、湯の鶴温泉（熊本県）などに同じよ
うな話が伝わっています。
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［慶應カード特典］
大人 平日1,400円→ 1,200円
小人
700円→ 600円
大人 休日1,700円→ 1,500円
小人
850円→ 750円
［一言PR］
日本最大級の純木造浴室に、
全国的にも珍しい泉質をもつ天然温泉。富士山の雄大な眺
望と合わせ、身体も心もしっとりと癒せます。
http://www.fujiyamaonsen.jp/about.html

山中湖温泉
富士山を望む山中湖畔にあります。日本屈指の高アルカリ性
温泉かつ世界的にみても非常に珍しい温泉で、温熱効果や
静水圧効果等、様々な効能が期待できます。
泉質：単純温泉

ホテルマウント富士
［慶應カード特典］
ご予約の際に「FUJIYAMA倶
楽部」とお伝えいただき、慶
應カードを宿泊当日にご提
示ください。所定のプラン
が通常料金より500円引き！
［一言PR］
富士山を見るためだけに建てられたリゾートホテル。目の前
に広がる雄大な富士山と山中湖の絶景に包まれて、至福のひ
とときをお過ごしください。
http://www.mtfuji-hotel.com
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貝掛
２ 黒部
３ ふじやま
４ 山中湖
1

大町温泉
黒部立山アルペンルートの長野側玄関口に位置し、通常の日
本の自然発生的温泉地とは異なるユニークな温泉です。18
世紀後半頃に開湯されたと言われている高瀬渓谷・葛温泉か
ら引湯しています。計画的に造られたため各温泉施設の敷地
はゆとりがあり緑も多く残っています。
泉質：単純温泉

黒部観光ホテル
温泉豆知識
日本では古来より、体を温め、心身の健康を保ち美容を増
進するために「季節湯」と言う入浴法がありました。12月の
柚子湯などが知られていますが、３月は和ハーブともいえる
蓬を用います。蓬の主成分のシネオールという精油は雑菌の
繁殖を抑え、カフェタンニンが傷口の炎症を和らげます。ま
た血行を促進させるため、肩こりや腰痛、神経痛などの緩和
にも役立つほか、香りはストレス解消や安眠に効果的です。
※陣痛促進作用があるので妊娠中はおやめください。

〈蓬湯の作り方〉
風通しの良い日陰で乾燥させた葉
を約30g布袋に詰め、浴槽に入れ
ます。
※泉 質は掲示用新泉質名（単純温泉、二
酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、含アルミニ
ウム泉、含銅鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射能泉）にて掲載しました。
※2016年2月20日現在の情報です。

［慶應カード特典］
会員専用webページ
（http://kae.me/GRANVISTA）
から特別宿泊プラン等のベス
トプライス予約が出来ます。
ま た は、 基 本 宿 泊 料 金 の
10％割引（ＧＷ、夏休み、年
末年始を除く）
＊ご予約時、会員である旨お申し出ください。
＊会員専用ページからの予約を含む、他の割引商品との併用はできません。

［一言PR］
黒部観光ホテル
〒398-0001 長野県大町市平2822 tel.0261-22-1520
立山黒部アルペンルートの玄関口、大町温泉郷にある赤い三
角屋根のホテル。70種類以上の朝夕バイキング料理、温泉
郷一広い内湯、露天風呂からの四季折々の眺めは格別です。
http://www.kurokan.com/
KEIO CARD NEWS vol.37
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海外在住塾員のレポート等をご紹介いたします。

お お うえの 北 京 便り

められるわけも無い露天商達は100%税金を払ってい
ない上、衛生局や消防署などからの許可も取ってい

魅 惑の北京Ｂ級グルメ

ないとあって、あらゆる規制の外側にあり、当局にと
っては公道を不法に占拠し利益を上げている忌々しい
存在なのです。
しかし私が住んでいる北京南エリアの地下鉄駅前
では、通達の影響を受けることなく、焼き鳥、焼きと
うもろこし、焼き冷麺、鉄板串焼き屋をはじめ、あり
とあらゆる屋台が所狭しと並んでいます。北京市内で
も端のエリアは緩さが残っているのです。もともと私
はカオスな風景が好きです。歩きにくさを感じながら
も露天商の顔を眺め、彼らのバイタリティやしぶとさ
を観察し、色々な食べ物のにおいや炭の香りが混じっ
た空気を吸い、まるで毎晩縁日に行っているような気
分になって元気が出るのです。時々手入れがあるので
急に姿を消してしまうと行方を案じ、2－3日してまた
戻ってくるとほっと胸をなでおろします。
今回はおそらく日本にはないであろうと思われるB

か

つて、ウィグル族等の少数民族が街頭で煙をも
くもく立てながら炭火焼の「

級グルメからお薦めを４つご紹介いたします。

羊肉串（羊の串

焼き）
」を販売する光景は北京名物の一つでした。し

烤冷麺（焼き冷麺）
：長方形の寿司海苔ぐらいの大き

かし昨年の5月、北京市政府が「露天商が出す煙は

さの冷麺を鉄板で焼き、コチジャンを含む辛い味噌を

PM2.5（微小粒子状物質）の原因全体の5～10％を占め

塗って、中に好みでソーセージやハムや卵などを入れ、

ている」との理由で、市内全域で露天の焼肉販売を

葱や香菜もまぶして、巻き上げて出来上がり。鉄板の

禁止する通達を出したことから、市内中心部では見か

上で食べ易く切ってもらい、たこ焼きのように串で突

けることがなくなりました。露天ではなく店舗を借り

き刺して頂きます。学校帰りに道草して食べるでんぷ

店先で焼いて販売する方式の営業は許されています

ん系おやつとして子供にも人気です。うちの息子もお

ので、これは公害対策に名を借りた露天商一掃作戦

小遣いが余っているとしょっちゅう買って食べていま

と言えるでしょう。中国の納税方式は「領収書主義」

す。
（入れる中身によって10－20元）

なので、お客が領収証を店側に求めて発行しない限り
店の売り上げは公にならず、税金はかかりません（徴

臭豆腐（揚げ臭豆腐）
：発酵させた豆腐「臭豆腐」を油

収する側もこのやり方のほうが簡単ですが、かなり取

で揚げたもの。旨み成分たっぷりで油との相性もばっ

りもれていると思います。
）
。当然ながら領収書など求

ちりです。
＂臭＂と言う通り独特の匂いがありますが、
揚げると臭みもやわらぎ食べやすくなります。
（10元）
煎餅（中国風クレープ）
：丸い専用の鉄板の上でクレー
プのように薄く焼き、甘い味噌や辛い味噌を塗り、卵
を落として葱をまぶし、食べやすく切った油条（中国
風揚げパン）を巻き込んで四角く畳んだもの。ビニー
ル袋に入れて片手に持ち、歩きながら食べます。健康
ブームに乗って、五穀ミックス、緑豆オンリーなど薄
力粉以外の素材を使った生地のバリエーションも増え
ており、アメリカ風のファストフード店舗なども出始め

焼き冷麺屋
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ています。北京人が好む朝食の定番メニューのひとつ

ですが、おやつとして食べても腹持ちが良く、我が家

ので衛生局も検査した上で営業許可を出しているの

ではレタス・ハム入りなどを夕食にすることもありま

で、食あたりなどせずに異国情緒を楽しめます。

す。(10－20元)
炸灌腸（でんぷんチップス）
：でんぷんの粉を練ってソ
ーセージ状に固め、3ミリ程度に薄く切って油で揚げ
たもの。にんにく入り塩水のタレに絡めて頂きます。
外はコリコリなのに中はモチモチとした食感がよく、
熱々でも冷めてもおいしいおやつです。北京料理レス
トランの中には正式メニューとして提供しているとこ
ろもあります。にんにくをたっぷり食べていても街中

アツアツの煎餅

で嫌われない中国ならではのおやつで、個人的には
一番のお薦めです。(10元)
北京市郊外まで足を延ばす時間がないという場合に
は、王府井の中ほどにある「小吃街」
（スナックストリ

独特の匂いが
ある臭豆腐

ート）をお勧めします。北京市お墨付きの観光名所な

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/

慶應三井住友カード
（学生）
のあなただけに
Amazon Studentタイアップキャンペーンのご案内
専用URLまたはQRコードからAmazon Studentに
無料体験登録をすると…

もれなく2,000円分の
Amazonポイントをプレゼント！
Amazon Studentは特典が盛りだくさん！

無料

お急ぎ便・日時指定便
※1
映画・TV番組
（プライム・ビデオ）

見放題

100万曲以上
（プライム・ミュージック）

聴き放題

書籍購入特典

10％ポイント還元

※1

年会費 ※3

※2

1,900 円

※1：無料体験中はご利用いただけません。
※2：1ポイント＝1円。 ※3：無料体験期間（ 6ヶ月）終了後。
・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。
・Amazon StudentはAmazon.com,Inc.又はその関連会社の商標です。
・特典、値段等は2016/3/1時点のものです。
・その他特典は右記専用URLまたはQRコードにアクセスしご覧ください。

手順
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

・慶應三井住友カードで登録

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

KEIO CARD NEWS vol.37
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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。

50 組
100 名様

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

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◆
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

返信のおもて

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
2016年4月29日
（金）
（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。

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。

慶應カード（塾員・教職員）はこんな特典もあります！

ご卒業後の慶應カードは、今までお使い頂いていた特

▶ 図書館の入館が無料に！

典の他、塾員の皆様向けの特典も追加されます。是

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。

塾員の
皆様へ

▶ 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。

慶應義塾各図書館でご利用いただける
「塾員入館証」は更新が必要です。

2015年4月より慶應カード会員様の図書館ご入館方法が変更になっており、お持ちの「塾員入館券」は2016年3月末が有効期限と
なっております。2016年4月以降に入館をご希望の場合は、初回ご来館の際に新しい「塾員入館券」の発行が必要となります。会員
の皆様におかれましては大変お手数をおかけいたしますが、お手続きをしていただきますようお願い申し上げます。
なお、「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、慶應カード特典として無料となりますので、まだお持ちで
ない会員の皆様も是非ご利用下さい。図書館受付で慶應カードをご提示いただき、
「塾員入館券」とお申し付けください。また「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。
（三田・日吉・理工学・信濃町・薬学・湘南藤沢の各図書館）

入館方法の変更に関しましては、こちらのサイトにてご確認ください。▶ http://www.keiocard.com/lib/
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ペンマークのある風景／表紙写真
「将来の夢」
看護医療学部ができたのは、ちょうど高校生のときでした。学部設立の知らせを耳にしてからも特に気にかけて
いなかったのですが、当時付き合っていた慶應義塾高校の人が「看護医療学部に行こうと思っている」と言いだして
から、わたしにとって一気に身近な学部になりました。
大学に入学してからも、彼からよく看護医療学部の日常を聞きました。今日は介護の実習だった、とか、今日は
はじめて注射をした、とかそんなことです。中でも印象的だったのは「患者さんの髪の毛を洗う練習をした」という
台詞でした。へえ、そんなことまでやるんだ、実践的だなあと新鮮に感じたのを今でも覚えています。
あの頃から10年以上の月日が流れ、ひょんなことから慶應カードの撮影で看護医療学部を来訪する機会がやっ
てきました。実習室に足を踏み入れたとき、美容室にある真っ白なシャンプー台が真っ先に目に留まりました。ああ、
あのとき彼が患者さんの髪の毛を洗う練習をしたのはここだったんだ……。ぼんやりと、当時の彼が患者さんの頭
を一生懸命シャンプーする姿が目に浮かびました。あのとき想像もしていなかった写真家という職業につき、10
年後に昔の彼が通っていた学校を仕事で訪れるなんて、人生何が起こるかわからないなあ、ホント、と思いました。

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/

今回の撮影を行った看護医療学部が開設されたのは2001年で
す。歴史ある慶應義塾大学の中でも新しい学部ですがモダンな
建築が印象的です。人体の模型など、日常生活ではあまり見る
機会のない備品も多くあり、興味深く感じました。実習室の画
像を表紙に選びましたが、その他からいくつかをご紹介します。
大村さんのエッセイにあるシャンプー台は一番右の写真です。
看護医療学部

webサイト

http://www.nmc.keio.ac.jp/

勇 者は、あなた だ！

ドラゴンクエスト30周年

テリー役：風間俊介

アリーナ役：中川翔子

この夏限定の大冒険！仲間たちと伝説の旅へ！
全国5大アリーナで約40万人を動員する
超大型エンターテインメントショー
慶應カード優待価格にて販売中！詳しくは12 ページをご覧下さい。
ⓒ  ARMOR  PROJECT/BIRD  STUDIO/SQUARE  ENIX  ALL  Rights  Reserved.
KEIO CARD NEWS vol.37
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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
是非Webサイト・メールマガジンをご活用ください。
しておりますので、
・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/

・メールマガジンはパソコンのメールアドレスでご登録ください。また、メールアドレスをお持ちでな
い方はご登録いただけません。
・ご登録にあたっては、Webサイトでご案内しているプライバシーポリシーをご確認の上、お申し込み
ください。

左のQRコードからもアクセスできます。
外出先等でご活用ください。

さいたま公演 横浜公演

6／20

7／24

締切

締切

（月）

（日）

ドラゴンクエスト
ライブスペクタクルツアー

勇者は、あなただ。
名前を与えた者の
想いが紡ぐ壮大な
物語が今、幕を開
ける！
©ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

日時＆会場：７月22日
（金）19：00／７月28日（木）
19：00／７月29日（金）11：00・15：00
（＠さいたまスーパーアリーナ）
８月26日
（金）19：00／８月30日（火）
15：00・19：00／８月31日（水）
11：00・15：00（＠横浜アリーナ）
価格：Ｓ席（大人） 9,500円▶8,550円
（子ども）7,500円▶6,800円
出演：アリーナ役：中川翔子、テリー役：風間俊介ほか
＊子ども料金は３歳〜小学生までです。３歳 未 満
でも席が必要な場合は有料です。
＊機材やステージ・客席の構造により、舞台の一
部が見えにくい場合がございます。
6／12
（日）
締切

紙屋町さくらホテル

『父と暮せば』に次ぐ、井上ひさしが描いた
もう一つの「ヒロシマ」
初演から20年。人類史上に残る悲劇を、
笑いと歌声でつむぐ物語――

日時：７月14日（木）
18：30／７月16日（土）
18：30
７月21日（木）
18：30／７月23日（土）
18：30
会場：紀伊國屋サザンシアター
価格：全席指定 6
 ,500円▶5,350円
出演：七瀬なつみ、高橋和也、相島一之、
石橋徹郎、伊勢佳世、松岡依都美、
松角洋平、神崎亜子、立川三貴
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5／5

（ 木・祝 ）
締切

シルク・ドゥ・ソレイユ

ダイハツ トーテム東京公演

想 像 を 超える サ ー カ
ス・エンターテインメ
ントこれ がトー テム!!
2010年の初演以来、世
界中で400万人以上を
魅了してきた進化する
感動を体験しないと、
きっと後悔する。
Photos: OSA Images Costumes:
Kym Barrett © 2010 Cirque du
Soleil © 2015 Fuji Television

日時：◎６月10日
（金）
19：00／６月24日
（金）
19：00
●６月22日
（水）
19：00
○６月11日
（土）
12：30／６月18日
（土）
16：30
６月19日
（日）
11：30
会場：お台場ビッグトップ
価格：◎SS席12,500円▶10,500円
●SS席12,500円▶ 9,900円
○SS席13,500円▶12,800円
＊演出機材により、舞台の一部が見づらい席がご
ざいます。
7／3

（日）
締切

ナプア・グレイグ＆
ハワイアン・フラ・ガールズ

フラの女王ナプア・グレイグ率いる華麗なフ
ラ・ガールズが2016年も日本の夏を彩る！

日時＆会場：８月５日（金）14：00
＠横浜関内ホール
８月７日（日）12：30／16：00
＠東京国際フォーラム ホールＣ
価格：Ｓ席 7,500円▶7,000円
＊４歳以上入場可。

6／23
（木）
締切

ピーターパン

2016年、36年目の夏！
！
新キャストを迎え最高
のエンターティメント
へ

日時：7月30日（土）11：00／7月31日
（日）
11：00
会場：東京国際フォーラム ホールＣ
価格：Ｓ席おとな 8,500円▶ 7,200円
Ｓ席こども（３～12才）5,500円▶ 4,700円
出演：唯月ふうか、吉野圭吾、入来茉里／片山陽加
（Ｗキャスト）、舞羽美海 ほか
＊３歳未満のお子様は、保護者様のひざの上でご覧
いただくことも可能ですが、お子様の頭が保護者
様の肩の高さを超える場合は有料となります。
お子様の年齢を確認できる身分証明書等のご提
示をお願いする場合がございます。
5／9

（月）
締切

六月新派特別公演

六月の三越劇場は、寿
司屋を女手ひとつで営
むお糸と小説家志望の
信吉が繊細な愛を紡ぐ
川口松太郎の自伝的作
品『深川の鈴』、「赤城
の山も今宵限り」の名
台詞で知られる江戸後
期に実在した侠客を描く『国定忠治』の趣向の
異なる二本立て！日本が世界に誇る名作文学
と、国民的ヒーロー活劇をお見逃しなく！
！
日時：６月18日
（土）
15：30／６月19日
（日）
11：30
６月22日
（水）
11：30／６月24日
（金）
15：30
会場：三越劇場
価格：全席指定 9,000円▶6,700円
出演：
「深川の鈴」波乃久里子、伊藤みどり、
立松昭二、市川月乃助
「国定忠治」市川月乃助、笠原章、伊吹吾郎

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。
5／8

（日）
締切

Ｋバレエカンパニー

6／30
（木）

『眠れる森の美女』

締切

マトヴィエンコ20周年記念公演

バレエの巨匠たち

日時：◎６月11日（土）12：30
●６月11日（土）17：30
会場：東京文化会館
価格：Ｓ席 14,000円▶12,600円
出演：◎中村祥子、遅沢佑介 ほか
●佐々部佳代、宮尾俊太郎 ほか
＊５歳以上の入場可（但し、チケットが必要です）
＊熊川哲也の出演はありません。
5／30
（月）
締切

（日）
締切

日時：７月１日（金）
19：00／７月３日（日）14：00
会場：新国立劇場 オペラ劇場
価格：16,200円▶15,390円
作：木下順二
演出：栗山民也
指揮：大友直人
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
出演：澤畑恵美、小原啓楼、谷友博、峰茂樹
＊未就学児童入場不可

（日）
締切

フィリップ・グラス来日公演

巨匠フィリップ・グラス11年ぶりの来日公演。
パティ・スミス、村上春樹らとの豪華コラボレ
ーションが実現。

国民的人気を誇る日本
オペラの代表作。指揮
には大友直人、キャス
トは国内の実力派歌手
たちを迎えました。
能 舞 台 を 思 わ せる装
置など、シンプルで大
きな舞台空間を使った
栗山民也の演出による
プロダクションです。

6／12

日時＆会場
◎８月２日（火）
19：00＠東京文化会館大ホール
◎８月３日（水）
19：00＠東京文化会館大ホール
●８月６日（土）16：00＠東京国際フォーラム
ホールＣ
価格：◎Ｓ席 13,000円▶11,000円
●Ｓ席 12,000円▶10,000円
出演：デニス・マトヴィエンコ、ファルフ・ルジマ
トフ（友情出演）、キエフ・バレエ ほか
＊未就学児入場不可＊演奏は特別録音音源を使用
＊出演者・演目は変更の場合あり。
5／1

オペラ
「夕鶴」

読売日本交響楽団

日時＆演目＆出演：
６月４日（土）14：00／６月４日（土）19：00
『THE POET SPEAKS ギンズバーグへのオマージュ』
（出演）フィリップ・グラス、パティ・スミス
（翻訳）村上春樹、柴田元幸
６
 月５日（日）15：00『THE COMPLETE ETUDES』
（出演）フィリップ・グラス、久石譲、滑川真希
会場：すみだトリフォニーホール（大ホール）
価格：Ｓ席 13,000円
＊定価での販売となります。
＊未就学児入場不可
7／25
（月）

マーラー
「悲劇的」

締切

締切

Musica Mirai Festa

〜横濱ニューオペラ顔見世興行〜

2016年［秋］からの＜横濱ニューオペラ＞ロン
グラン公演のキックオフイベント。
「堅苦しいオペラ」ではなく、「多くの人に愛さ
れるオペラ」を目指すプロジェクトです。

「白鳥の湖」より／「シ
ェヘラザード」より／
「瀕死の白鳥」など、公
演日ごとに日替わりで
上演。

©Jin Kimoto

5／5

（木・祝）

読売日本交響楽団

〈感動のブラームス〉

日時：６月８日（水）18：30
会場：みなとみらいホール
価格：Ｓ席 7,600円▶6,800円
Ａ席 6,500円▶5,700円
指揮者：ロレンツォ タッツィエーリ、柴田マイク
ピアニスト：藤原藍子
アンサンブル：横濱新歌劇アンサンブル
テノール：秋川雅史、中鉢聡、樋口達哉、青柳素晴 ほか
＊出演者は都合により変更になる場合もございま
す。予めご了承ください。
＊未就学児入場不可
6／9

（木）
締切

ベルリン交響楽団

音楽の街ベルリンで愛され続けるオーケストラ

日時・会場・ゲスト・演目・価格：
◎７月11日
（月）
14：00＠東京オペラシティコンサー
トホール イリア・カーラー：ヴァイオリン
チャイコフスキー／ヴァイオリン協奏曲ニ長調、
ベートーヴェン／交響曲第６番「運命」
ほか
Ｓ席9，000円
●７月15日（金）19：00＠サントリーホール
外山啓介：ピアノ
シューマン／ピアノ協奏曲イ短調、ドヴォル
ザーク／交響曲第９番「新世界より」
ほか
Ｓ席11，000円
＊定価での販売となります。
指揮：リオール・シャンバダール
管弦楽：ベルリン交響楽団
7／4

（月）
締切

明治座

志村魂

志村魂１１
ドイツの本格派ヴァイグレが真価を発揮。
ウィーン・フィル首席のＤ．オッテンザマーは、 バカ殿・公演決定！
爆笑と感動が待っている！
モーツァルトで極上の演奏を披露します。
2016年夏は、家族そろって明治座へ！

2014年 に鮮 烈 な 読 響
デビューを飾ったドイ
ツの新鋭マイスターが
再登場！マーラーの「悲
劇的」で手腕を発揮し
ます。

©読響

©写舎眞

日時：7月14日（木）
19：00
会場：サントリーホール
価格：Ｓ席 7,500円▶6,350円
指揮：コルネリウス・マイスター
管弦楽：読売日本交響楽団
曲目：ハイドン／交響曲第6番「朝」、
マーラー／交響曲第6番「悲劇的」

©wolfgang runkel

日時：８月27日（土）14：00
会場：東京芸術劇場コンサートホール
価格：Ｓ席 7,500円▶6,350円
指揮：セバスティアン・ヴァイグレ
クラリネット：ダニエル・オッテンザマ―
管弦楽：読売日本交響楽団
曲目：モーツァルト／クラリネット協奏曲、
ブラームス／交響曲第1番 ほか

日時：８月６日（土）
17：00／８月７日（日）
12：00
会場：明治座
価格：Ｓ席 8,500円▶8,100円
出演：志村けん、桑野信義、ダチョウ倶楽部 ほか
＊５歳以下入場不可
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5／10
（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。
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
※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（火）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。

7／7

（木）
締切

マリー・アントワネットも愛した

西洋更紗 トワル･ド･ジュイ展

ヴェルサイユに程近いパリ
近郊の町ジュイ＝アン＝ジョ
ザスで製作された西洋更紗は
「トワル・ド・ジュイ」と呼ば
れ、フランスの伝統的な生地
として広く知られています。
ヨーロッパの人々を夢中に
させた優雅で楽しいトワル・
ド・ジュイの世界へとご案内
いたします。
日時：６月14日（火）
〜７月31日（日）
10：00〜19：00（金・土は21：00まで。入館
は閉館の30分前まで）
会期中無休
会場：Bunkamura ザ・ミュージアム
価格：一般（前売）
1,200円▶1,100円
大学・高校生（前売）800円▶720円
中学・小学生（前売）500円▶450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）
4／25
（月）
締切

６月歌舞伎鑑賞教室 「解説 歌舞伎の
みかた」
「新皿屋舗月雨暈―魚屋宗五郎―」

味わい深い人情の機微が写実的に面白く描か
れる河竹黙阿弥の生世話物の名作。
芝翫襲名を控えた橋之助が世話物の情趣や面
白さを見せます。

日時：６月４日（土）
14：30／６月10日（金）19：00
６月19日（日）
11：00
会場：国立劇場 大劇場
価格：１等席 3,900円▶3,450円
出演：中村橋之助、中村萬太郎、中村宗生、中村梅枝
ほか
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9／8

（木）
締切

サンリオピューロランド

会員限定優待パスポート

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。

6／30

From Lifeー写真に生命を吹き込んだ女性

締切

ジュリア・マーガレット・キャメロン展

（木）

革新的な女性写真家ジ
ュリア･マーガレット･
キャメロンの生誕200
年を記念する日本初の
回顧展。
約150点 から、彼 女 が
切り拓いた新たな芸術
表現を展覧。
ジュリア・マーガレット・キャメロン
《ベアトリーチェ》1866
年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
©Victoria and Albert Museum, London

©'08,'16 SANRIO/SEGA TOYS S・S/TX・JLPC
©'16 SANRIO APPROVAL No.P0702094

価格：大人（18才以上）3,800円▶3,300円
小人（３〜17才）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特定日に関しましては、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（金）まで有効です。
＊２才以下は無料です。
5／26
（木）
締切

国立能楽堂７月定例公演

「磁石・自然居士」

７月は「月間特集：能のふるさと・近江」
です。
狂言「磁石」能「自然居士」ともに現在の滋賀
県大津市が舞台です。

日時：７月22日（金）18：30
会場：国立能楽堂
価格：正面席 4,900円▶4,700円
出演：狂言「磁石」茂山七五三（大蔵流）、
能「自然居士」武田宗和（観世流）
＊字幕付きです（英語・日本語）
＊未就学児童入場不可
5／30
（月）
締切

７月歌舞伎鑑賞教室 「解説 歌
舞伎のみかた」
「卅三間堂棟由来」

日時：７月２日（土）〜９月19日（月・祝）
10：00〜18：00（祝日を除く金曜、第２水曜、
会期最終平日は20：00まで。入館は閉館の
30分前まで）
休館日：毎週月曜（但し、祝日の場合と９月
12日は開館）
会場：三菱一号館美術館
価格：一般（前売）1,400円▶1,350円
5／1

（日）
締切

文楽鑑賞教室 「二人三番叟」
〈解説〉文楽へよう
こそ「夏祭浪花鑑（釣船三婦内の段／長町裏の段」

文楽を代表する名作の上演のほか、出演者が
実演を交えて文楽の魅力を紹介する「解説」が
ございます。初めての方も、気軽に楽しんでい
ただける文楽入門の公演です。
※６月12日（日）14：00の回は、主に外国人の
方向けの「Discover BUNRAKU」となり、解説
「The ABC of BUNRAKU」も英語で行われます。

日時：６月 ５日（日）10：30／14：00
６月12日（日）10：30／14：00（※）
会場：国立文楽劇場（大阪）
価格：一般 3,700円▶3,450円
＊全公演「字幕表示」あり
4／17
（日）
締切

渋谷コクーン歌舞伎 第十五弾

四谷怪談

人の姿を借りた柳の精が見せる夫婦親子の情愛の
渋谷コクーン歌舞伎が２年ぶりに帰ってきます。人
物語。夫と最愛の子の幸せを一途に願う姿が感動
気俳優と演出家串田和美による誰も観たことのな
を誘います。魁春の情感豊かな演技にご期待下さい。 い、新たな「四谷怪談」を体感してください。

日時：７月３日（日）
11：00／７月10日（日）
14：30
７月15日（金）
18：30
会場：国立劇場 大劇場
価格：１等席 3,900円▶3,450円
出演：中村魁春、坂東彌十郎 ほか

日時：６月10日（金）
13：30／６月13日（月）18：30
６月16日（木）
18：30／６月22日（水）13：30
会場：シアターコクーン
価格：１等椅子席 13,500円▶11,400円
演出：串田和美
出演（予定）
：中村獅童、中村勘九郎、中村七之助、
笹野高史、片岡亀蔵、中村扇雀、ほか

▲ FAXの送信面にご注意ください。 チケット申込書

FAX：
（03）3457-9633

慶應カード事務局行

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

お申込日

TEL （

ご氏名

様

）

年

FAX （

月

日

）

E-mail

〒
ご住所
アパート・マンション名
事務局からご連絡する場合のご希望の連絡方法

□TEL

□FAX

□E-mail

2 .ご希望の 公 演 名とご 希望枚 数をご 記 入ください
公演名

公演日時

慶應カード価格

月

日

：

〜

月

日

：

〜

月

日

：

〜

①



枚

円／枚

①



円／枚

①



円／枚

②



②



②



数
枚
枚
枚

発送手数料
③
③
③

450円
450円
450円

＊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。

合

計

期間

枚

数

小
①×②＋③
①×②＋③
①×②＋③

計



円



円



円
円

3.ご希望枚 数をご 記 入ください
イベント名

慶應カード価格
①大人3,800円

サンリオピューロランド
会員限定優待パスポート

９月30日
（金）まで有効

→ 3,300円／枚
①小人2,700円

→ 2,500円／枚
① 一般（前売）1,200円

→ 1,100円／枚
マリー・アントワネットも愛した

西洋更紗 トワル･ド･ジュイ展

６月14日
（火）〜７月31日
（日）

①大学・高校生（前売）800円

→

720円／枚

→

450円／枚

①中学・小学生（前売）500円

① 一般（前売）1,400円
From Lifeー写真に生命を吹き込んだ女性
７月２日
（土）〜９月19日
（月・祝）
ジュリア・マーガレット・キャメロン展
①共通：5,000円
ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
５月31日
（火）までに予約
暗闇体験

→ 1,350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

小
①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

200円
合

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／父母・祖父母カード

※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
（火）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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全ての会員の皆様が対象です。

読者プレゼント

ノーベル賞受賞の
梶田隆章氏の講演

2名様

5月20(金)の『夕学五十講』に登壇する梶田
隆章 東京大学特別栄誉教授・宇宙線研究所
長の講演「ニュートリノ研究の30年」にご
（提供：慶應丸の内シティキャンパス）
招待します。

有機無農薬中国茶

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』より玉瀾を使っ
た中国茶（4,000円相当）を1
名様にプレゼント。
（提供：有限会社馨華様)

応 募方法
ハローキティ
エコなフタ付き
ウエットティシュ(ミニ)

年代や国境を超えて人気のハローキティのウエッ
トティシュを10名様にプレゼント。貼ってはがし
て繰り返し使えて便利なフタ付きだからお出かけ
の時にとても便利です。

デッドストック
慶應カードオリジナル木製ペン

A 各地区の学生部学事担当または塾員センター

●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。

お問い合せ先

（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

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 セディナ 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 03-3770-1177

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

MUFGカードコールセンター

0570-050535

西日本 06-6616-0770

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.37

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

2016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

応募締切

県・654名を採用いたしました。
カード会員の皆様には、義塾が21世紀の
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
だきたく、維持会へのご加入をお願い申し
上げます。なお、維持会にご入会いただき
ますと、義塾機関誌『三田評論』を芳名掲載
号からご加入期間贈呈いたします。すでに
維持会員としてご協力いただいている皆様
には、引き続きあたたかいご支援を賜りた
く、よろしくお願い申し上げます。

住所・改姓名の変更届はお早めに

塾員カードをお持ちの方

応募先

〒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

●維持会費のクレジットカード決済が可能です。

慶應義塾塾員センター・慶應カード事務局より

上記以外の

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

2016年4月30日
（土）
（必着）

※デットストックのため、インクが出
ない可能性があります。予めご了承
ください。

維持会は、明治34年の福澤先生逝去の折
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。
会員の皆様からの醵出金およびその運用
益は、塾生への奨学支援を事業の中核に、
義塾の教育・研究活動の充実のために幅広
く活用させていただいております。平成
19年度には「慶應義塾維持会奨学金」を新
設し、地方出身者を優先採用とした維持会
独自の奨学金として、成績優秀な塾生に対
し支給することとし、これまでに47都道府

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

3名様

キャンペーンのノベルティとし
て制作したオリジナル木製ペ
ン。同じく木製のケース付です。

慶應義塾維持会のご案内

塾生カード または

10 名様

官製はがきにてご応募ください。

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.37をお届けいたします。法学部開設から125周年、2018年に
は看護教育が100年を迎えるということを知り慶應義塾の伝統と歴史の重みを改めて認識させられまし
た。そして、慶應カードは今年で20周年を迎えます。更なる貢献をめざして、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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