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今年こそ、新たな知に出会いたい
入学、就職などのライフイベントを迎える方はもちろん、新年度のスタートにあたり何かを学んでみたいと思っていらっ
しゃる方は多いのではないでしょうか。今回は新たな知に出会うことができる塾内協力店をご紹介します。
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、定例講演会シリーズ『夕学五十講』や各種講座を
開催しており、年間20,000人のビジネスパーソンが学んでいます。

『夕学五十講』
の講演を

PC・スマホで視聴

慶應丸の内シティキャンパスの
「クロシング」は、
『夕学五十講』
から厳選した講演映像の視聴や、会員同士のディスカッション
が可能な会員制ネット学習サービスです。ネット環境とPC・ス

た だ いま4月期

マホ・タブレットがあれば、世界中からオンデマンドで学べます。

■ 講演映像（一例）

3月31日まで！

講演映像は毎月追加されます

講師名

会員募 集中

肩書・所属

講演タイトル

為末 大

禅とハードル

山本 昌

スポーツコメンテーター

継続する心

荒木香織

園田学園女子大学教授

ラグビー日本代表チームを変えたメンタルコーチ

川村元気

映画プロデューサー・小説家

企画における
＂発見＂と＂発明＂

ヤマザキマリ

漫画家

辺境のない生き方

松山大耕

妙心寺退蔵院 副住職

禅とグローバリゼーション

冨山和彦

㈱経営共創基盤 代表取締役CEO

日本はローカル経済で甦る

川村 隆

㈱日立製作所 相談役

ラストマンの生き方

桜井博志

旭酒造 ㈱ 代表取締役社長

田村次朗

慶應義塾大学教授

千住 博

日本画家

芸術的思考とは何か

高岡浩三

ネスレ日本㈱代表取締役社長兼CEO

成熟先進国におけるビジネスモデルイノベーション

藤原和博

教育改革実践家

正解のない問いに向き合う力

ピンチはチャンス！「獺祭」を世界へ届ける
「三方よし」の対話力

問題解決のための戦略的交渉学入門

■ 年会費

■ お問い合わせ

32,400円（税込） 慶應カード会員なら▶ 29,160 円（税込）

慶應MCC クロシング事務局
TEL：03-5220-3111
（平日10：00〜18：30 ）
FAX：03-5220-3129
E-mail：xing-info@keiomcc.com
URL：https://keiomccxing.com/

◦１年間の会員制システムです。会員期間は入会または更新した月から１年間です。
（例：4 月入会の方は翌年 3 月末まで）
◦入会（更新）期は、4 月、7 月、10 月、1 月の年４回です。
◦お申込み者ご本人以外の方や、複数名での利用は禁止いたします。
◦慶應カード会員の方が個人でお支払いいただく場合に限り、参加費を10％割引いたします。

慶應丸の内シティキャンパスの
ビジネスプログラム
6月13日
（火）開講・全6回

潜在 的 課 題 解 決

見えていない・気づいていない「本当の課題」はどこにある？
探索と分析のアプローチ方法で迫る

組織や個人の課題は、常に顕在化し

プログラムでは、SSM を用いた探索

ているわけではありません。むしろ、

型と、ロジックツリーを使った分析

「何が原因なのかわからない」「どう

型の 2 つのアプローチを用いて、複

アプローチしたらよいのかわからな

雑な問題状況から潜在的な課題を探

い」など、その姿形が不明確なケー

し出し、その課題に対する最適な解

スが多いのではないでしょうか。本

決策を選定する方法を学びます。

講師：桑畑

幸博

慶應 MCC シニアコンサルタント

大手 IT ベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサル
ティングなどに携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行
い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタⓇ」を開
発。慶應 MCC でプログラム企画や講師を務めるほか、ビジネス誌の図解特集
におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファ
シリテーターなども積極的に行っている。近著は『すぐやる、
はかどる！超速 !!
仕事術』
（日本能率協会マネジメントセンター、2016 年）
。

慶應カード特典：個人でお支払いいただく場合、参加費を10％割引。 詳細はこちら▶ https://www.keiomcc.com/
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慶應義塾大学

出版会

知的創造、文明の継承活動の成果を、
出版事業を通じて世界に発信
2015年度全米図書賞受賞
大ベストセラー!!

没後50年。
「勇気ある自由人」
小泉信三の言葉を再び。

1947年創立の慶應義塾大学
出版会はグローバルな視野
にたって、大学における研
究成果を社会に普及させる
ことを使命としており、ビ
ジネスパーソン向けから各
分野の専門書まで幅広く出
版しています。今回は最近
の話題作をはじめ、お薦め
の書籍をご紹介します。
慶應カード特典
割引率：５％（一部除外書籍あり）
出 版 会webサ イ ト「 http://keioup.co.jp/ 」でのお買い上げ時に
限ります。アカウント情報登録
時に、ご卒業年度、ご卒業学部、
塾員番号をご記入ください。い
ただいた情報で慶應カード会員
の確認を行った後、割引価格で
決済いたします。

法律は知らない者には
味方しない！

世界と僕のあいだに
タナハシ・コーツ 著
池田 年穂 訳
アメリカにあって黒人であるという
こと、この国の歴史を、この肉体
とこの運命を生き抜くことを説く、
父から息子への長い長い手紙。
日本経済新聞の書評に取り上げ
られたほか、全国各地の書店が
本書を中心としたフェアを開催す
るなど、注目の書籍です。

3月15日発売！

大学生が知っておきたい
生活のなかの法律

――読むことのつらさから解放される――

大学生のための速読法

細川 幸一 著

松崎 久純 著

大学生のうちに身につけておく
べき「生活の知恵」としての法律
を、学生生活、就職、結婚、老
後に至るまでさまざまなライフ
ステージに分けて解説する、社
会人へのパスポート！

特別の才能や努力は一切いらな
い。リーディングハニー6つのス
テップを学んで速読法を身につ
ければ、一般の書籍はもちろん、
講義の配布資料、新聞記事、就
職活動に関する本や、論文、学
術書がラクに読めるようになる。

小泉信三エッセイ選 1
善を行うに勇なれ

小泉信三エッセイ選 2
私と福沢諭吉

小泉 信三 著
山内 慶太・神吉 創二 ・
都倉 武之・松永 浩気 編

小泉 信三 著
山内 慶太・神吉 創二 ・
都倉 武之・松永 浩気 編

戦後を代表する言論人であり、今上陛下の御教育掛であった小泉
信三は、長谷川如是間や柳田國男から「当代の名文家」と称賛され
たエッセイの書き手であった。現在では入手が困難となっている
小泉の随筆を、没後50年を機に2巻に集約。

歴史の認識が変わる！

ブラックアース
（上）
（下）

――ホロコーストの歴史と警告――
ティモシー・スナイダー 著
池田 年穂 訳
ヒトラーとスターリンの狭間で、完膚なきまでに国家機構が破壊
され、無法地帯に陥ったその地で、一体何が起こったのか。極限
状況における悪（イーブル）を問い直し、未来の大虐殺に警鐘を鳴
らす世界的ベストセラー。
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慶應義塾大学

図書
館

メディアセンター

今年こそ、新たな知に出会いたい

※
「塾員入館券」
は、三田・
日吉・信濃町・湘南藤
沢のメディアセンター
で発行いたします。
※各図書館共にコピーに
は著作権による利用
条件があります。

学生時代にはお世話になった図書館。社会人になってからは足が遠のいている方もいらっしゃ
るでしょうが、無料でさまざまな資料が閲覧できるのは大きな魅力です。慶應カードの特典の一
つに塾員入館券の無料発行があります。資料の館外貸出はできませんが資料の閲覧やコピーな
どのほか、DVDやCDの視聴が可能なセンターもあります。サービス内容を簡単にまとめました。
詳細・利用時間などは個別のwebサイトをご確認のうえ、是非ご利用ください。

慶應義塾図書館（三田）

日吉図書館

資料の閲覧・コピー、電子ジャーナルの利用（一部有料）
。
さまざまな企画展示も開催しています
（不定期）
。

資料の閲覧・コピー、DVD・CDの視聴（持込資料の視聴
は不可）
。パソコン持込可能
（インターネット接続サービス
なし）
。展示やイベントも開催しています
（不定期）
。

http://www.mita.lib.keio.ac.jp/services/alumni.html

http://www.hc.lib.keio.ac.jp/services/member.html

松下記念理工学図書館（矢上）

北里記念医学図書館（信濃町）

資料の閲覧・コピー、一部の電子ジャーナルの代行印刷
サービス（有料）
。webサイトには教員からのお薦め書籍も
掲載しています。

資料の閲覧・オペレーターコピー（セルフコピー不可）
。
古医書・文庫も所蔵しており、山中資料センターからの
取寄せも可能です。

http://www.scitech.lib.keio.ac.jp/visitor/jukuin.html

http://www.med.lib.keio.ac.jp/service/jukuin.html

湘南藤沢図書館

芝共立薬学図書館

資料の閲覧・コピー。DVD・CDの視聴（持込資料の視聴は不可）。
パソコン持込可能（インターネット接続サービスなし）。DVD・CD
は1階オープンエリア(大型モニターブースなど)で利用できます。

資料の閲覧・コピー。入口でお薦め書籍の展示を行ってい
ます。

http://www.sfc.lib.keio.ac.jp/users/jukuin.html

http://libguides.lib.keio.ac.jp/yak_guide/

塾員の皆さまへ

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。会員の皆さまにおかれま
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
皆さまも是非ご利用ください。図書館受付で慶應カードをご提示いただき、「塾員入館券」とお申しつけください。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・湘南藤沢・薬学の各図書館）。

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/

慶應看護

100年
史料の寄贈に
ご協力ください。

第1回記念講演会「慶應看護の古を辿る」を開催
看護医療学部では2018年に迎える慶應看護100年を記念して、3回の記念講演
会シリーズを実施します。第1回目の「慶應看護の古を辿る」は、1月21日（土）、
三田キャンパスにて開催されました。記念事業や今後の講演は、看護医療学部
のwebサイトでご確認いただけます。http://www.nmc.keio.ac.jp/

慶應義塾看護100年編纂委員会では、これまでに、慶應看護の歴史における貴重な資料と
して、昭和13年(1938年)と昭和17年(1942年）の2冊をデジタル化してきました。また、慶應
看護にまつわる書籍や写真の他、時代の流れとともに変遷してきた白衣や、看護用具（実習
用具）
なども収集しており、これらの展示も企画しています。
そこで慶應看護に関連する史料を保存されている皆さまに、ご寄贈をお願いいたします。
「こんなもの…」と思われるような品でも慶應看護の歴史の重要な一面を後世に伝える大事
な資料となります。是非とも、ご協力くださいますようお願いいたします。

収集の対象、送付先などの詳細は
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http://www.nmc.keio.ac.jp/100.html

をご覧ください。

土曜・休前日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始も同料金！

ゼミ・サークル合宿・
宿泊研修・家族旅行

四季倶楽部は365日いつでもお一人様 1泊

5,000円

土・休前日でも365日いつでも
「お一人様1泊5,000円」
。企業の保養所を利用し、無駄なサービスを排除した四季倶楽部だから、
低価格でもハイクオリティー！どなたでもご利用可能。箱根、熱海、軽井沢ほか全国に24施設、会議室・宴会場がある宿も！

「６ヶ月前から予約OK 」
「 宿まるごと貸切」
も！
■会議室や温泉付きの宿も！ アイデア次第でイロイロ活用できます！
フォレスト箱根

強羅彩香

箱根アルパインハウス・八ヶ岳エレガンス

体育館があり、バドミント
ンもプレイできる！

会 議・研 修室はダンスホー
ル仕様！点滅ライトも設置！

数・設備共に会議室が充実。グループワークのほか、
赤絨毯の重厚な円卓会議室で一味違った会議も！ フォレスト箱根

●会議室ご利用時にはプロジェクタやホワイトボード、スクリーンなどを無料貸出！
●予算に合わせた夕食プランをご提案
●飲み物がリーズナブル。自動販売機の飲料も市販価格！
●箱根・熱海の人気温泉エリアから海水浴、スノボが楽しめるエリアまで目的によってセレクト可能
※会議室利用料金

ご利用人数にかかわらず、１室500円／30分

八ヶ岳エレガンス

■貸切利用のご感想
会社の研修

社員旅行

クラス会

親族の集まり

会議室利用時間が自由
に選択でき、プランニ
ングしやすかった。

施設もきれいで、満足
しています。カラオケ
の利用など、貸切なの
で、気兼ねなくできた。

貸切利用、３回目。カ
ラオケ・卓球など、気兼
ねなくできて良かった。

今回で４回目の利用で
す。子供や高齢者がい
ても気兼ねなく利用で
きます。

体育会をはじめ吹奏楽部や合唱部の合宿、俳句や囲碁・将棋などの同好会の集まりにもご利用いただいております。

宿まるごと貸し切り可能！

「貸切プラン」

10 人集まれば 5 万円で宿まるごと貸切可能！ 貸切だから、カラオケや
温泉など思いっきり楽しめる！ 予約は利用日の 6 ヶ月前から可能です。
※ 10 名様を超える場合 1 名様 /5,000 円。

四季倶楽部直営施設一覧
施設名

箱根

会議室

フォレスト箱根

○

強羅彩香

○

ヴィラ箱根 80

○

箱根星の家
箱根アルパインハウス
箱根和の香
ホワイエ箱根
箱根仙泉閣

ご予約・お問合せ

会員専用ダイヤル

○

施設名

会議室

シオン熱海

○

熱海望洋館
八ヶ岳
軽井沢
蓼科
伊豆・葉山

会議室

伊豆・葉山 プレーゴ葉山

熱海青青荘
熱海

施設名

アイソネット草津

那須

ベルフォーレ那須

飛騨高山 飛騨高山荘

ヴァンベール軽井沢
八ヶ岳エレガンス

草津

○

蓼科エトワール

京都

京都加茂川荘

湯布院

ゆの香湯布院

○

エスプラート伊豆高原
伊豆エルミタージュ

○

03-5695 -2500

（四季倶楽部集中予約センター：年中無休 9:00 〜 17:00）

http://shikiresorts.com/special/zemi/
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PARTNER SHOP

慶應カードの趣旨にご賛同いただいた協力店をご紹介いたします。

カラオケマック
専門店

カラオケマックは関東を中心に、関西、東北地方に39店舗を展開し
ています。アジアンテイストかつお洒落な空間となっており、ご友人
同士をはじめ、ご家族やご同僚、また、お一人様と様々なシーンで
ご利用いただけます。バラエティ豊かなフードメニューと全150種類
以上のドリンク、さらに宴会コースや飲み放題などお得なプランも多
数ご用意しております。最近では、カラオケだけではなく 室内モニ
ターでの無料DVD鑑賞を目的としたお客様も増えております。また、
一部店舗ではダーツ設備も完備。従業員一同、カラオケマックなら
ではの快適な空間と楽しいひと時をお届けいたします。

慶應カード特典
■ 全コース室料30%OFF

※入店時に慶應カードをご提示ください。他サービスや他クーポンとの併用不可。

［ URL］http://www.karaokemac.com/

店舗名

営業
時間

田町店

★

町田店

★

国分寺店

★

池袋東口店

店舗名

設備

営業
時間

豊田店

▲

本厚木店

★

横須賀中央店

★

●

川崎店

★

上野広小路店

★

戸田店

●

池袋サンシャイン通り店

★

久喜店

★

西新宿店

★

春日部店

▲

大宮一番街店

★

大宮銀座通り店

★

蕨店

★

VIP

P

東京都

神奈川県

設備

P

P

P

東京都

埼玉県

6

王子店

▲

西葛西店

★

ひばりが丘店

★
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P
P

P

KID

P

P

慶應カード協力店の検索は

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

営業
時間

店舗名

埼玉県

千葉県

店舗名

設備

営業
時間

川越店

★

栃木県

東武宇都宮店

●

所沢店

★

静岡県

静岡両替町店

★

熊谷店

★

岩手県

盛岡店

★

志木店

▲

仙台フォーラス店

★

仙台広瀬通店

★

大日店

◆

あべの店

★

高槻店

●

神戸三宮店

★

和光店

★

津田沼店

★

柏店

★

松戸店

★

市原店

●

成田店

★

P
P

KID

P

KID

P
P

P
KID VIP

P

VIP

KID

宮城県

大阪府

KID

設備

兵庫県

ダーツ
設置店

KID

P

P

池袋東口店、川越店、所沢店、仙台フォーラス店

営業時間及びアイコンについて
★…24時間
★…11：00～翌6：00
●…日～木・祝10：00～翌6：00、金・土
（祝前日） 24時間
営業時間 ●…12：00～翌5：00
（年中無休）
▲…11：00～翌5：00
▲…10：00～翌6：00
◆…日～木10：00～翌5：00、金・土10：00～6：00

ソフトクリーム
食べ放題

P

TAXI・代行
キャッシュバック

禁煙ルーム

KID

キッズルーム

駐車場・駐車場代
キャッシュバック

VIP

VIPルーム

慶應OMCゴールドカードをお持ちの皆さまに新特典！

カードショッピングご利用で
ハローキティオリジナルグッズをプレゼント！

年間のカードショッピングを150万円（税込）以上ご利用いただいた方に
ハローキティオリジナルグッズをプレゼントいたします。
ご利用対象期間
プレゼント発送時期

毎年11月1日～翌年10月31日
翌年12月中旬～順次お届けいたします

セディナが提供するサービスとなり、ご利用条件がございます。
詳細は慶應カードのwebサイト・ニュース欄をご覧ください。
http://www.keiocard.com/news
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温泉に行こう

箱根編

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、はるか昔からわれわれの生活に根づいてきた温泉。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
分を含んでいる場合もあり、バラエティーが豊かです。また、わ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など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。
箱根温泉は神奈川県足柄下郡箱根町にある温泉の総称
で、箱根火山の麓から中腹まであちこちに温泉街が点
在しています。この温泉が知られるようになったのは、
豊臣秀吉の小田原征伐がきっかけといわれます。
江戸時代には東海道沿いの温泉として栄え、
「箱根七湯
（街道からは外れていた姥子の湯を入れて箱根八湯と呼
ぶ場合もあり）
」と呼ばれていました。明治以降は保養
地、観光地としての開発が進み、交通が非常に便利に
なるとともに新たな温泉の掘削も進み、歴史ある上記
の温泉に加え、明治以降に開かれた9つの温泉を合わ
せて「箱根十七湯」
、さらに早雲山、大涌谷、湖尻を加
えて「箱根二十湯」と呼ぶこともあるそうです。箱根
十七湯からは全国第5位を誇る1日2万5千トンの湯が湧
き出ます。泉質は、アルカリ性単純温泉、食塩泉（ナト
リウム-塩化物泉）
、石膏泉（カルシウム・硫酸泉）など
約20種類にも及びます。

パレスホテル箱根
泉質：ナトリウム・塩化物泉(旧泉質名 弱食塩泉)・
アルカリ性低張性高温泉

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245
電話：0460-84-8501
［慶應カード特典］
自社プランより10%割引
＊除外日：５月２日～５月５日
８月８日～８月15日
９月19日～９月22日
12月30日～１月３日
＊お電話もしくはパレスホテル箱根ホー
ムページからのご予約時に慶應カード
会員である旨をお伝えください。
＊ご宿泊の際、チェックイン時に慶應カ
ードをご提示ください。

［一言PR］東京より車で約90分。なだらかな箱根外輪山に囲
まれ、広々とした仙石原高原より秀峰富士や芦ノ湖を望む本
格的リゾートホテル。心地良いひと時をお過ごしください。

箱根ジオパーク
ジオパークとは、地球活動の遺産を主な見どころとする自然の中の公園です。箱根ジオパークは日本ジオパーク
委員会が認定する日本ジオパークのひとつ。箱根山を中心とした神奈川県西部の２市３町（小田原市、箱根町、真
鶴町、湯河原町、南足柄市）で構成されています。箱根火山はフィリピン海プレートの東縁に形成された伊豆・小
笠原弧の北端部に位置しており、太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込んだことによって地下深
くでできたマグマが地表に現れたものです。なだらかな地形の裾野と急崖のカルデラをつくる外輪山、火山の中

箱根

南足柄
小田原
湯河原
真鶴
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央部に並ぶ中央火口丘などは、多数の成層火山や単成火山、溶岩ドームからなる複合火山であり、それぞれの火
山から噴出した溶岩流や火山灰などが独特の火山地形をつくりだしています。火山体を深く削って流れる河川が
渓谷をつくり、箱根火山が面する相模湾沿岸は魚種も豊富で古くから漁業が盛んな一方、山間部には箱根に固有
の植物や箱根の名がつく動植物が生息し、豊かな自然環境に恵まれています。箱根ジオパークではさまざまなイ
ベントも開催しています。温泉巡りに加えて訪れてみてはいかがでしょうか。

箱根ジオパーク公式ｗebサイト

http://www.hakone-geopark.jp

フォレスト箱根（四季倶楽部）

ホワイエ箱根（四季倶楽部）

泉質：単純泉・硫酸塩泉

泉質：単純泉・硫酸塩泉

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1285-12
電話：0460-84-5588
（予約：03-5695-2500、年中無休9：00～17：00）

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-228
電話：0460-84-8309
（予約：03-5695-2500、年中無休9：00～17：00）

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

※
（税抜。除：添い寝のお子様）

※
（税抜。除：添い寝のお子様）

＊P9下の利用条件をご確認ください。

＊P9下の利用条件をご確認ください。

［一言PR］木々に囲まれた１万
㎡の敷地。延床3,400㎡の建
物に17客室のみの贅沢空間。
自慢の乳白色の露天風呂・カラオケ・体育館・会議室と付帯
施設も充実。

［一言PR］ススキ高原や湿生
花園などに囲まれた場所に
位置するわずか6客室の落ち
着いた宿です。温泉は乳白色の掛け流し。5万円からの全館
貸切が人気です！

ポーラ美術館開館15周年記念展

「ピカソとシャガール

愛と平和の讃歌」

2017年3月18日(土）〜9月24日（日）
開館15周年を彩る企画展として、20世紀を代表する芸術家パブロ・ピ
カソとマルク・シャガールを取り上げます。2名の巨匠は、20世紀初頭
のパリを拠点に、それぞれ独自のスタイルを切り開きました。その後も、
二度にわたる世界大戦を経験しながらも、時代に向き合い、生涯にわ
たって旺盛に制作を続けました。ともに20世紀の芸術を牽引した彼ら
は、同じ時代を生きた同志でもあったのです。
会場では、約80点におよぶ二人の絵画作品とともに、タペストリー作
家とのコラボレーションによって制作された大型タペストリーを通して、
二人の創造の軌跡と、平和への想いを堪能することができます。
〒250-0631 神奈川県足柄下郡足柄下郡箱根町仙石原小塚山 1285
電話：0460-84-2111
URL：http://www.polamuseum.or.jp/

※休室日について
会期中無休。ただし、展示替えのため2017年5月12日（金）は一部休室、6月21日（水）は常設展
示室のみの開館となるため、割引適用外となります。

［慶應カード特典］
入場料割引（現金支払、会員本人を含め５名様まで優待可）
大 人：1,800円▶1,600円（200円引き）
大高生：1,300円▶1,100円（200円引き）
中小生： 700円▶ 600円（100円引き）

※パートナー企業コードは「351-307（慶應カード）
」となります。電話予約時は「優待プランでの宿泊希望」とオペレーターにお伝えください。インターネット予約時は、
備考に「優待プランでの宿泊希望」とご入力ください。お申し出・ご入力がない場合は通常価格となり、ご予約後の変更はできません。また、予約のキャンセルにより
手数料が発生する場合、通常宿泊料金に基づく手数料を頂戴いたします。なお、優待期間はシーズンにより異なるため慶應カードメールマガジンなどでご案内いたします。
KEIO CARD NEWS vol.40
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温泉に行こう

箱根編

箱根和の香（四季倶楽部）

箱根イタリ亭

泉質：単純泉・硫酸塩泉

泉質：酸性・カルシウム・硫酸塩温泉

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字小塚山1285
電話：0460-84-7793
（予約：03-5695-2500、年中無休9：00〜17：00）
［慶應カード特典］
宿泊料金1,000円引き

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-683
電話：0460-84-0840
［慶應カード特典］
正規宿泊料金より
平日15％・休前日10％割引
（正規宿泊料金:１泊２日の料金。
オプション、飲料代は含みません）

※
（税抜。除：添い寝のお子様）

＊P9下の利用条件をご確認ください。

［一言PR］小塚山の大地に佇
む静かな和みの宿。源泉か
け 流し、 乳 白 色 の 温 泉で、
日頃の喧騒を忘れ心身ともにリラックス。5万円からの全館
貸切が人気です！

＊ご宿泊当日から起算し４日前までにご
予約をお願いいたします。

［一言PR ］
白濁の大涌谷温泉
と＂すし職人＂と＂板前＂の二
人の職人が腕を振るう和会
席をお楽しみください。

ペンマークのある風景／表紙写真
「一生、勉強！」

今回の撮影では、慶應丸の内シティキャンパスにお邪魔しました。社会人教育機関というこ
とで、ほかの大学の施設とはだいぶ違った、落ち着いた雰囲気が漂っていました。ラッキーな
ことに、実際に行われている講義を、撮影という名の下に見学させていただくことができました。
30代から50代くらいの幅でしょうか。様々な年齢層・職業の大人たちが、講師の方のお話に
熱心に耳を傾けている光景を見て、ハッとしました。
学生時代は、勉強は学校を卒業したら終わりだと思っていました。毎日学校へ行って、教室
で講義を聞いたり試験を受けたりする生活は今だけなんだ、と。当時は
「大人は学校へ行ったり、
勉強をしたりしなくていいなあ、早く大人になりたいなあ」
なんて考えたりしていました。
でも、33歳というかなりの大人になって思うのは
「大人になってからの勉強こそが本番である」
ということです。たしかに教室で座って講義を受けるようなことは少なくなりましたが、振り
返ってみると、毎日何かしらの勉強をしています。学術的なこと以外にも、礼儀だったり、人
間関係だったり……。科目数は学生時代の比ではありません。そして、仕事とは、ある意味毎
回
「試験」
のようなものだと感じます。それも、学生時代の試験よりもずっと、大切な。
今回の講義を覗かせていただき「人生、一生勉強」という言葉を改めて心に刻みました。もと
もと勉強は嫌いではないので、これからも、日々勉強をして、試験を受けて、成長していきた
いなと思いました。

撮影：大村祐里子
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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/

TICKET

鑑賞ご優待チケット

慶應カード会員の皆さまに、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ください。
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/

http://www.keiocard.com/mag/

携帯サイト

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。

6／15
（木）
締切

レオナルド×ミケランジェロ展

15～16世紀イタリアのルネサンスで活躍した
レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブ
オナローティ。本展は、素描を中心に絵画、彫
刻、書簡など、約65点により２人を対比する日
本初の展覧会です。
レオナルド・ダ・
ヴィンチ《少女の
頭部／
〈岩窟の聖
母〉
の天使のため
の習作》
1483-85
年頃。トリノ王立
図書館
ⓒTorino, Biblioteca Reale

（日）
締切

（水）

ⓒAssociazione Culturale Metamorfosi
and Fondazione Casa Buonarroti

サンリオピューロランド

寒い日でも雨の日でも楽しく遊べるサンリオピ
ューロランド。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。

©'76,'79,'84,'85,'88,'89,'93,'99,'01,'05,'12,'13,'17
SANRIO APPROVAL No.P0802169

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（土）
まで有効です。
※２歳以下無料

～オールドマスター西洋絵画の巨匠たち～

締切

＂本物＂は裏切らない。
エルミタージュの決定版、
オールドマスターの傑作
揃い。

ミケランジェロ・
ブオナローティ
《
〈レダと白鳥〉
の
頭部のための習
作》
1530年頃。
フィ
レンツェ、カーサ・
ブオナローティ

日時：６月17日
（土）
〜９月24日（日）
10：00～18：00
（祝日を除く金曜日と会期最終週平日、第二水
曜日は20：00まで。入館は閉館の30分前まで）
休館日：毎週月曜
（但し、祝日の場合及び
最終週は開館）
会場：三菱一号館美術館
価格：一般
（前売） 1,500円▶1,450円
9／10

5／31 大エルミタージュ美術館展

ルカス･クラーナハ
《林檎の木の下の聖母子》
1530年頃

6／12
（月）
締切

ニューヨークが生んだ伝説

写真家 ソール・ライター展

独・シュタイデル
社 が 再 発 見した
伝説の写真家、ラ
イター の 創 造 の
秘 密 に 迫る日本
初回顧展！

ソール・ライター ≪タクシー≫ 1957年
ソール・ライター財団蔵
ⓒSaul Leiter Estate

ⓒThe State Hermitage Museum, St
Petersburg, 2017-18

日時：３月18日（土）～６月18日（日）
10：00～20：00
（火曜日は17：00まで、但し５月２日は
20：00まで）※入館は閉館の30分前まで
休館日：５月15日（月）
会場：森 アーツセンターギャラリー
（六本木ヒルズ森タワー52階）
価格：一 般（当日） 1,600円▶1,350円
大学生（当日） 1,300円▶1,070円
中高生（当日） 800円▶ 580円
※小学生以下入館無料
5／31
（水）
締切

日時：４月29日
（土・祝）
～６月25日
（日）
10：00～18：00
（毎週金・土曜日は21：00まで）
※入館は閉館の30分前まで
休館日：５月９日
（火）
／６月６日
（火）
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▶ 750円
中学・小学生（前売） 500円▶ 450円
※障がい者手帳のご提示で割引料金あり。
（当日会場窓口にて直接お求めください）

ダイアログ・イン・ザ・ダーク
（DID）
暗闇体験

DIDは、真っ暗闇のエンターテイ
ンメント。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
程で視覚以外のさまざまな感覚
の可能性と心地よさに気づき、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 B1F
（最寄駅：東京メトロ銀座線・外苑前駅）
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、６月
19日（月）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サイトにてご確認ください。満席
の場合、ご希望に沿えないことがございます。

東京・丸ビルにて
2017年度前期4月12日（水）スタート！
http://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）
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TICKET
6／1

（木）
締切

鑑賞ご優待チケット

鼓童
「若い夏」

「若い夏」とは鼓童のベテランと若い演奏者た
ちによる、これからの鼓童を創っていくための
試金石となる舞台です。

日時：	７月６日
（木）
14：00
７月７日
（金）
14：00
７月８日
（土）
11：00／15：00
７月９日
（日）
14：00
会場：浅草公会堂
価格：全席指定 7,000円▶5,950円
出演：	太鼓芸能集団 鼓童
※未就学児童入場不可
4／26
（水）
締切

６月歌舞伎鑑賞教室

出演者による実演を交えた解説と名作・名場
面の上演！歌舞伎入門にぴったりの公演です。

解説：歌舞伎のみかた
歌舞伎十八番の内 毛抜
日時：６月 ４日（日）
11：00
６月18日（日）
11：00／14：30
６月24日（土）
14：30
会場：国立劇場 大劇場
価格：１等席 3,900円▶3,450円
出演：中村錦之助、片岡孝太郎 ほか

6／29
（木）
締切

読響サマーフェスティバル

華麗なる《三大協奏曲》

例年完売している大人
気公演。ミュンヘン国
際音楽コンクール最高
位のボムソリや、巨匠ゲ
ルギエフが認めるハリ
トーノフなど未 来 の 大
器 たちが 集 結し、３ つ
の協奏曲を一挙に披露。
日時：８月28日（月）
18：30
会場：東京オペラシティ コンサートホール
価格：Ｓ席 7,500円▶6,350円
指揮：海老原光
ヴァイオリン：キム・ボムソリ
チェロ：岡本侑也
ピアノ：ダニール・ハリトーノフ
曲目：メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲
ドヴォルザーク／チェロ協奏曲
チャイコフスキー／ピアノ協奏曲
※未就学児入場不可
※曲目、出演者等が一部変更される場合あり。
4／30
（日）
締切

能楽鑑賞教室

初めての方にもおすす
め！リーズナブルな価
格で、能楽師による分
かりやすい解説の後、
能と狂言の名作をご覧
いただきます。全席字
幕付。
解説：能楽の楽しみ
狂言 「附子」
能
「黒塚」

日時：６月19日
（月）
11：00／６月21日
（水）
11：00
６月23日
（金）
11：00
会場：国立能楽堂
価格：中正面席 2,100円▶1,950円
狂言：大藏彌太郎 ほか（シテ・交互出演）
能 ：髙橋忍 ほか（シテ・交互出演）

Discover traditional performing arts

4／27

海外からの観光客や在住外国人に、日本の伝
統芸能を楽しんでもらうための取り組みがある
のをご存知ですか?

締切

（木）

Discover BUNRAKU

外国人のための文楽鑑賞教室

文 楽 を 代 表 する名 作
の上演のほか、狂言師
茂山童司氏が文楽の
大阪の国立文楽劇場「Discover BUNRAKU」は
魅力を紹介する「The
昨年始まりました。
ABC of BUNRAKU」が
狂言師茂山童司氏による英語解説に加え、舞
ございます。初めての
台上部に英語字幕を表示しています。
方も、気軽に楽しんで
国立能楽堂の「Discover NOH & KYOGEN」は
い た だ ける文 楽 入 門
今回で2回目の開催。自ら能を舞うほど造詣の
の 公 演で す。
「字 幕 表
深い武蔵野大学教授リチャード・エマート氏が、 示」
（英語）
もあります。
能の基礎知識と見どころを英語で解説します。
また、４ヶ国語（英語・中国語・韓国語・日本語）
日時：６月17日（土）14：00
による座席字幕とプログラム（どちらも無料）
会場：国立文楽劇場（大阪）
で日本人を含む様々な国籍の方にお楽しみい
価格：一般 3,700円▶3,450円
ただけます。
各公演ともに、分かり易く伝わるようにさまざ
まな工夫をしています。通常公演との違いを
見比べるのも面白いかもしれません。
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演目：NININ KAMURO
The ABC of BUNRAKU
KANADEHON CHUSHINGURA：
Gebasaki Shinmotsu／Denchu Ninjo／
Enya Hangan Seppuku／Shiro Akewatashi

4／23
（日）
締切

５月花形歌舞伎

昼の部
 形半平太
月
一、
（つきがたはんぺいた）
二、三人連獅子
（さんにんれんじし）
夜の部
「通し狂言 南総里見
八犬伝（なんそうさと
みはっけんでん）」

日時：５月25日（木）
11：00／５月26日（金）
16：00
５月27日（土）
11：00
会場：明治座
価格：一等席 13,000円▶9,000円
出演：片岡愛之助 ほか
※５歳以下入場不可
4／27
（木）
締切

文楽鑑賞教室

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。全
公演に「字幕表示」があ
ります。
日時：６月13日
（火）
18：30／６月19日
（月）
18：30
（上記２公演は
「社会人のための文楽入門」
と
なっております）
６月18日
（日）
10：30
会場：国立文楽劇場（大阪）
価格：一般 3,700円▶3,450円
演目：
「二人禿（ににんかむろ）」
〈解説〉文楽にようこそ
「仮名手本忠臣蔵（かなてほんちゅうしんぐ
ら）」下馬先進物の段／殿中刃傷の段／塩谷
判官切腹の段／城明渡しの段
4／30
（日）
締切

Discover NOH & KYOGEN
外国人のための能楽鑑賞教室

会 社 帰りに 立ち 寄 れ
る！リーズナブルな価
格で、本格的な能と狂
言 の 名 作をご 覧 い た
だけるお得な公演です。
英語による解説は日本
語の字幕付。
解説：能楽の楽しみ
狂言 「附子」
能
「黒塚」

日時：６月23日（金）19：00
会場：国立能楽堂
価格：中正面席 2,100円▶1,950円
解説：リチャード・エマート
狂言：シテ 山本則俊
能 ：シテ 金春安明

メールマガジンの配信登録

http://www.keiocard.com/mag/
6／29
（木）
締切

・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。

4／17

ブラスト！

：ミュージック・オブ・ディズニー

魅せる音楽集団「ブラ
スト！」がディズニー音
楽で贈る究極のエンタ
ーテイメント！

（月）
締切

氷艶 hyoen2017
―破沙羅―

ⓒDisney

日時：８月19日（土）
13：00／８月23日（水）
19：00
８月25日（金）
19：00／８月26日（土）
18：00
８月27日（日）
11：00／８月29日（火）
14：00
会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
価格：Ｓ席 11,500円▶10,350円
※３歳未満入場不可
5／10
（水）
締切

六月花形新派公演

『黒蜥蜴』

社交界の花形、緑川夫
人は、実は「黒蜥蜴」
と呼 ば れる暗 黒 街 の
女王、恐るべき女賊で
あった。

日時：６月10日
（土）
15：00／６月12日
（月）
15：00
６月15日
（木）
11：00／６月20日
（火）
11：00
会場：三越劇場
価格：全席指定 9,000円▶6,700円
出演：河合雪之丞、喜多村緑郎、
春本由香、秋山真太郎、永島敏行 ほか
（劇団EXILE）
4／25
（火）
締切

締切

歌舞伎とフィギュアスケート初の饗宴。

ⓒSEITARO TANAKA

ミュージカル

「パレード」

1999年トニー賞最優
秀作詞作曲賞、最優
秀脚本賞を受賞した
秀作ミュージカル「パ
レード」、本邦初演！

ⓒSAKIKO

NOMURA

ⓒKENTA AMINAKA

日時：５月20日
（土）
17：00／５月21日
（日）
17：00
５月22日
（月）
13：30／18：30
会場：国立代々木競技場第一体育館
価格：	スタンドＳ席 16,000円▶12,800円
出演：	市川染五郎、髙橋大輔、荒川静香
市川笑也、澤村宗之助、大谷廣太郎、
中村鶴亀
鈴木明子、織田信成、浅田舞 ほか
演奏：	DRUM TAO
※３歳未満入場不可
6／4

（日）
締切

怒りをこめてふり返れ

かつての栄光が陰り国際的に低迷していた
50年代の大英帝国への怒りをぶちまける姿
が観客を挑発し、社会現象をまき起こした問
題作が新国立劇場に登場！

日時：７月27日
（木）
13：00／７月28日
（金）
18：30
７月29日
（土）
13：00／18：30
会場：新国立劇場 小劇場
価格：Ａ席 6,480円▶5,900円
出演：中村倫也、中村ゆり、浅利陽介、
三津谷葉子、真那胡敬二
※未就学児童入場不可
5／7

（日）
締切

6／8

（木）

討ち入り当日、吉良上野介は
どんな思いで首をはねられ
るまでの二時間を過ごした
のか。
初演から二十九年を経て甦
る井上ひさしが描いた「忠
臣蔵」異聞。
（土）
18：30
日時：７月13日
（木）
13：30☆／７月15日
７月16日
（日）
13：30☆／７月19日
（水）
18：30
７月21日
（金）
18：30 ／７月22日
（土）
18：30
☆は公演後にスペシャルトークショーあり
7/13：ゲストトーク
（米沢市上杉博物館学芸
主査 角屋由美子）
7/16：キャストトーク
（大谷亮介、彩吹真央、
植本潤、木村靖司、三田和代）
会場：紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYA
価格：全 席指定 7,000円▶6.350円
出演：大谷亮介、彩吹真央、久保酎吉、植本潤、
加治将樹、石原由宇、大手忍、尾身美詞、
木村靖司、三田和代
5／8

（月）
締切

名作『オペラ座の怪
人』が、ついに横浜
へ！ パイプオルガン
の 荘 厳 な 響 き、 ま
ば ゆ い ば かりの 舞
台、 驚 愕 の 仕 掛 け
を 施し た 装 置。 見
所満載の作品です。
8月13日までの限定
公演をどうぞお見逃
しなく。

ミュージカル
「レ・ミゼラブル」

全世界で興行収入記録
更新中の＂ミュージカル
の金字塔＂

日時：６月９日（金）
18：15／６月27日（火）
18：15
会場：帝国劇場
価格：S席 13,500円▶12,100円
出演：
（6/9）ヤン・ジュンモ、川口竜也、
和音美桜、唯月ふうか、内藤大希、清水彩花、
KENTARO、森公美子、相葉裕樹 ほか
（6/27）福井晶一、岸 祐二、和音美桜、
唯月ふうか、海宝直人、生田絵梨花、
KENTARO、森公美子、上山竜治 ほか
※未就学児童入場不可
6／22

オペラ座の怪人

イヌの仇討

（木）
締切

ブロードウェイ・ミュージカル

ウエスト・サイド・ストーリー

レナード・バーンスタイン生誕100年記念ワールド・ツアー

「トゥナイト」
「アメリ
カ」
「クール」、一度
ならずとも聞いたこ
とのあるバーンスタ
インの名ナンバーの
数々、ロビンズのダ
イナミックなダンス
シーン。初演から半
世 紀 以 上 経 てな お
人々を魅了するミュ
ージカルの金字塔！
ⓒnilz boehme

日時：５月27日（土）17：30／５月31日（水）18：30
会場：東京芸術劇場 プレイハウス
価格：Ｓ席 13,000円▶11,650円
出演：石丸幹二、堀内敬子 ほか

日時：６月28日（水）
18：30／６月29日（木）
13：30
会場：KAAT 神奈川芸術劇場（ホール）
価格：Ｓ席 10,800円
※この公演は定価での販売となります。
※公演日時点で3歳以上の場合チケットが必要です。

日時：７月23日
（日）
18：00／７月25日
（火）
19：00
７月29日
（土）
13：00
会場：東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）
価格：Ｓ席 13,000円▶12,350円
出演：来日カンパニー
※未就学児童入場不可
※英語上演／字幕スーパーあり
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メールマガジンの配信登録

http://www.keiocard.com/mag/
4／20
（木）
締切

・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。

Daiwa House PRESENTS
熊川哲也Ｋバレエ カンパニー

7／2

（日）
締切

Spring Tour 2017『海賊』

歴史を凌駕した前人未到
の画期的超大作！

ⓒNobuo Yano

日時：５月24日
（水）
14：00／５月25日
（木）
14：00
５月26日
（金）
18：30
出演：中村祥子、遅沢佑介、伊坂文月 ほか
日時：５月27日
（土）
12：30
出演：矢内千夏、杉野慧、益子倭 ほか
日時：５月27日
（土）
16：30／５月28日
（日）
13：00
出演：浅川紫織、宮尾俊太郎、山本雅也 ほか
会場：Bunkamuraオーチャードホール
価格：Ｓ席 14,000円▶11,850円
※４歳以下入場不可
※熊川哲也の出演はございません。

バレエ
「信長－NOBUNAGA－」

あの 織 田 信 長 にバレエ
界の頂点に君臨する、ル
ジマトフが挑む！バレエ
と日本舞踊が融合した、
オリジナル創作舞台。
第１部
「各ソロ作品」
第２部
「信長−NOBUNAGA−」

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。

（木）
締切

親子で楽しむ
夏休みバレエまつり

キエフ・バレエ

数々のスターダンサーを輩出
した名門バレエ団が、クラシッ
クバレエの名作より名場面を
ハイライトで上演！
おすすめ：司 会のお姉さんの
解説つき

日時：８月５日（土）
13：00／17：00
価格：Ｓ席 13,000円▶11,600円
日時：８月６日（日）
13：00
※開演後、約30分のプレトークを開催予定
価格：Ｓ席 13,500円▶12,150円
会場：東京国際フォーラム ホールＣ
出演：ファルフ・ルジマトフ、藤間蘭黄、岩田守弘、
邦楽生演奏８名（第２部）
※未就学児童入場不可
※第１部は特別録音音源を使用いたします。

今回ご応募いただけるチケット

6／29

応 募 方法

日時：８月３日
（木）14：00
８月４日
（金）11：30／15：00
会場：東京文化会館 大ホール
価格：全席指定 7,000円▶6,450円
日時：８月６日
（日）14：00
会場：よこすか芸術劇場
価格：全席指定 6,500円▶5,850円
出演：エレーナ・フィリピエワ、
カテリーナ・カザチェンコ、
オレシア・シャイターノワ、
ニキータ・スハルコフ ほか
※３歳以下入場不可
※演奏は特別録音音源を使用いたします。

往復はがきにてご応募ください。

必要記入事項

父母

50 組
100 名様

ご希望のプレゼント名、
住所、氏名、電話番号、
塾員番号
（カード券面
左下の番号9桁）
、カー
返信
ド会社名

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

返信のおもて

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

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

応募締切・当選発表
4月28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。
お確かめの上ご応募ください。
●お１人様１通のみのご応募となります。
２通以上お申込の場合は無効となり
ますのでご注意ください。

今春ご卒業される塾生
［学生］
カード会員の皆さま

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さまには、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、今までお使いいただいていた
特典の他、塾員の皆さま向けの特典も追加されます。是
非引き続きお持ちいただき、後輩たちの支援の輪に加わ
っていただければ幸いです。
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
ご契約いただ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。
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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！
塾員入館券を無料発行いたします。

▶ 早慶戦で母校を応援！
野球やラグビー、アメフトなどの早慶戦へ抽選で
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。

▲ 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

＊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

合

計

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

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
①大人3,800円

９月30日
（土）まで有効

→ 3,300円／枚

①小人2,700円

→ 2,500円／枚

① 一般（当日）1,600円

大エルミタージュ美術館展
～オールドマスター西洋絵画の巨匠たち～
レオナルド×ミケランジェロ展

３月18日
（土）〜６月18日
（日）

→ 1,350円／枚

①大学生（当日）1,300円

→ 1,070円／枚

①中高生（当日）800円

６月17日
（土）〜 9月24日
（日）

→

① 一般（前売）1,500円

→ 1,450円／枚

① 一般（前売）1,200円

ニューヨークが生んだ伝説

写真家

ソール・ライター展

ダイアログ・イン・ザ・ダーク（DID）暗闇体験

４月29日
（土・祝）～６月25日
（日）

→ 1,100円／枚

①大学・高校生（前売）800円
①中学・小学生（前売）500円

６月19日
（月）までに予約

①共通：5,000円

580円／枚

→
→

750円／枚
450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



枚

②



枚

②



枚

②



名

小

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

円

①×②

200円
合

計

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／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 認ください〜
■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６月19日
（月）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サイトでご確認の上、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

全ての会員の皆さまが対象です。

読者プレゼント

応 募方法

1名さま

くまころりん
熊本・大分県にまたがる熊本地震の被災地支援のために宮
城県南三陸町・入谷地区で製作しているまゆ細工、くまこ
ろりんを１名さまにプレゼント。九州の形の台座がついた
特別仕様です。

5 名さま

県・757名を採用いたしました。
カード会員の皆さまには、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
さまには、引き続き温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
A 各地区の学生部学事担当または塾員センター

塾員カードをお持ちの方

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。
カードのご利用など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、会員の皆さまへの特典の一つにカードの提示で会員特

▪お問い合せ先

慶應カードニュース
Vol.40

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

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

2017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

局では、会員の皆さま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

●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



●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。

慶應義塾維持会のご案内

塾員カードをお持ちの学部生・大学院生の方

〒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
2017年４月28日
（金）
（必着）

宮城県の「慶應義塾 南三陸の森」から出た間伐材のスギ
を活用した
「特製マルチスタンド」を5名さまにプレゼント。
タブレットやスマホ、名刺、ペンなどお好きなものをま
とめて置いておいていただけます。

塾生カード または

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
応募先

慶應カード特製 ペンマーク入り
マルチスタンド
（非売品）

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。
会員の皆さま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

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.40をお届けいたします。会員の皆さまのご愛顧で40号まで発行
することができ、大変感謝しております。慶應カードでは年に2回、寄付をしておりますが先日も無事に完了
することができました。事務局では、サービスの拡充などでより便利にご利用いただき、奨学金額アップに貢
献できるように努める所存です。今後とも、よりいっそう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
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45
慶應義塾三田キャンパス内
電話：03-3453-3854
FAX：03-3457-9633
URL：http://www.keiocard.com/

