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夢の繊維「クモの糸」の量産
化に世界で初めて成功した
若き塾員と、その奇跡を生ん
だ慶應義塾大学鶴岡タウン
キャンパス先端生命科学研
究所のサクセス・セミナー

このセミナーは、実際の
治療で使用する機器を
使った医療体験を通じ
て、医療に対する関心
をこども達に抱いてもら
いたいという期待を込
めて開催致します。“将
来医療に携わる仕事
がしたい“と子供たちが
目を輝かせてくれる、楽
しく有意義な経験にな
るように、本塾医学部
を卒業した医師をはじ
めとするスタッフが、皆
さんの参加を心よりお
待ちしております。

話題のベンチャー「Spiber社」の奇跡 （来往舎）

提供 Spiber株式会社

加山雄三

華原朋美

プロフィギュアスケーター（オリンピック２大会連続８位入賞）　 
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科研究員

今年も魅力満載の賞品を沢山ご用意しております！

会場特別賞

E賞
I 賞
O賞

抽選方法▶

 

開催時間▶ 14:45～16:00
抽選会場▶  記念館

福引
抽選会

毎年記念館での抽選会を楽しみにしている方に“光”をあてた、
今年の目玉企画！！抽選会場（記念館）に来場された方のみ会場
特別賞の抽選会に参加できます。当選された方がその場で豪
華賞品を選べるのも魅力。是非会場に足をお運びください！！

抽選方法▶

 

抽選方法▶

 

投函時間と
引換時間▶

 

発表時間と
引換時間▶

 

福引抽選券を大会当日、抽選券ＢＯＸに投函いただき抽選に
よって豪華賞品当選者を発表いたします。
第１回抽選会…投函時間／９：００～１１：１５
　　　　　　　賞品引換締切時間／１４：１５まで
第２回抽選会…投函時間／１１：１５～１４：１５
　　　　　　　賞品引換締切時間／１５：３０まで

※１回目の抽選で当選しなかった抽選券は、そのまま２回目抽選の対象になります。
※Ｋ賞抽選会の開催時間は、当日のパンフレットなどでご確認ください。

※抽選会開催時間、投函締切時間、賞品引換時間は、変更になる場合があります。当日ご確認ください。

E賞▶当選番号 下４桁  を発表

 I 賞▶当選番号 下2桁  を発表　　

O賞▶当選番号 下1桁  を発表

当選番号発表／１１：３０
賞品引換締切時間／１６：００まで

抽選券の番号と
一致すれば当選！！

〈O賞は抽選券連番１０枚（２シート）で１本もれなく当たります〉

Ｋ賞福引賞品

Mercedes-Benz GLA180

セイコー高級腕時計

BEAMS Gift Card（５０万円分）

その他豪華賞品多数！！

その他　幼稚舎ブラスバンド（藤原記念ホール）、OBバンド等出演多数

2015年慶應連合三田会大会2015年慶應連合三田会大会

慶應義塾大学日吉キャンパス
2015年10月25日（日）
午前9：00受付開始
●アクセス
日吉駅下車徒歩1分
東急東横線・東急目黒線・
横浜市営地下鉄グリーンライン

●お問い合せ
〒104-0061 東京都中央区銀座6-8-7
交詢ビルディング8階 
慶應連合三田会事務局
電話 03-3574-8378

●ホームページ
http://2015.rengomitakai . jp/

｝

ブラック・ジャックセミナー
～未来の医師を目指すきみたちへ～（来往舎）

SPECIAL LIVE
～明日の夢に向かって～ （日吉記念館）

SPECIAL TALK SHOW
～めざせ！ TOKYO 2020～ （日吉記念館）

2020年まであと5年。
“陸の王者”の精神に則り、
慶應にゆかりのあるアスリート達を迎え、
私たちができるスポーツ支援を考えます。

AKB48 内山奈月
（経済学部在学中）

AKB48 竹内美宥
（環境情報学部在学中）

鈴木明子

J-POP界のリーダーであり、慶應義塾の大先輩でもある加山雄三
さんは、今後、自身が設計した自然再生エネルギーだけで動く船
で、世界一周の航海をするという大きな夢を持っています。加山
キャプテン中心に、“未来につながる音楽とトーク”をライブで
　お楽しみください！



記念品のご紹介

2シート

大会スローガン「Light up our Future. “叡智の光あきらかに”｣と大会ロゴマーク「図書館旧館のステンドグラス」
をデザインテーマに、さりげなく慶應らしさを感じさせるデザインに仕上げました。塾員・塾生はもちろん、ご家族にも
喜んで頂けるラインナップです。（記念品の詳細は大会ホームページにも掲載されています。是非ご覧ください。）

①記念品は先着順にお渡ししますので、ご希望の品がお渡しできない場合もございます。
②記念品の引換は大会当日15時までに、所定の引換所で「記念品引換券」と引換にお済ませください。15時以前であっても、
　ご用意した数量に達した品物より、順次引換を終了致します。当日会場以外での郵送等による引換はできません。
③サイズや重さ、色などは実際の品物と若干の誤差がございます。
④デザインは予告なく変更される場合がございます。

ボイルドウールボーダーマフラー
ボイルドウールならではのスポンジ感が魅力

アランニットでおなじみの
アラン諸島の島『INIS 
MEAIN』。その島で作ら
れるカシミア10%混のボ
イルドウールを使ったボー
ダーマフラーです。オリジ
ナルカラーパターン2種
類からいずれか1枚をお
選びください。
　

＊サイズ：
長さ170cm×幅20cm

萬年筆
ステンドグラスの光をモチーフにした、
ブルー&レッドの半透明の軸が美しい萬年筆

1シート

プリザーブドフラワー&小物入れ
宮内庁御用達「漆器 山田平安堂」

作家で萬年筆コレクターの塾員、梅田晴夫氏らにより、
美しい日本文字のために設計された理想の萬年筆
「プラチナ#3776」。キャップは約2年間インクが乾かな
い特殊構造です。

江戸切子ぐいのみ

リール付革製パスケース

伝統工芸士、大久保忠幸氏の「匠の技」
が光ります
レッドは三田、信濃町、芝の
東京エリアのキャンパスから
臨める東京タワー。ブルーは
日吉、矢上、湘南の神奈川エ
リアのキャンパスをイメージし
た海と帆船のデザイン。グラ
スの底にはさりげなくペンマー
クの刻印が。
＊レッドかブルーのいずれか1
個をお選びください。

リ
Fire-King マグカップ
コレクター垂涎の「ミルクガラス」マグ

Fire-King×BEAMSとのコラボレーション。
透明感があり風合いのやさしいミルクホワイ
トのマグに「叡智の光」をモチーフにしたオリ
ジナルデザインを施しました。ドットの中に
一カ所だけ、ペンのマークがさりげなく。

※この商品は1950年代のガラスであ
る「ミルクガラス」を再現・使用していま
すので、食器洗い機や電子レンジなど
のご使用はできません。
＊外箱や封入されている注意書に記
載されている取扱上の注意事項をよく
読んでからご使用ください。

＊サイズ：
上口部直径6cm×高さ6cm

レガシー ボンボニエール
デンマーク、スウェーデン王室御用達
「ジョージ ジェンセン」
ボンボニエールは、欧州におい
てお祝いの席でお菓子を入れる
器として知られていますが、アク
セサリー入れとしてもお使いいた
だけます。底部にペンマークがさ
りげなく入った美しい逸品。
＊デザイナー：
フィリップ ブロ ルドヴィセン

自動改札やICカードリー
ダーへのカードタッチに便
利な、リール付きのパス
ケースです。

＊サイズ：縦12.0cm×横 8.4cm×高さ 7.0cm
＊素材：亜鉛合金製、クロームメッキ仕上げ

＊サイズ：横11cm×縦7cm
（ストラップ15cm）

キャンパストートバッグ
丈夫な布製トートバッグ。ス
テンドグラスをかたどった大
会シンボルをモチーフにし
たデザイン。

＊サイズ：縦40cm×横35cm
×マチ8cm

靴べら
1935年創業のデンマーク
の工房で牛の角を素材に
伝統的製法の手作業で作
りました。

＊サイズ：
長さ17.5cm

テディベア
ペンのマークが、2015年
慶應連合三田会大会の
想い出を彩ります。

＊サイズ：高さ15cm

保冷バッグ
内側に保冷シートを張り付
けてあるバッグ。おしゃれな
デザインが
自慢です。

＊サイズ：縦38cm×横28cm
×マチ16cm（折りたたみ時
縦20cm)

おさんぽトートバッグ
ちょっとしたお買い物やお
散歩に便利なサイズの布
製ミニトートバッグ。

＊サイズ：
縦20cm×横31cm×
マチ13cm

オモテ

ウラ

オモテ

ウラ

バンダナ
大会シンボルをモチーフに
したデザインです。

＊サイズ：縦53cm×横53cm

榮太樓飴
図書館旧館をあしらったオ
リジナル缶に、梅ぼ志飴
や黒飴など５種類の榮太
樓飴が入っています。

＊サイズ：直径10cm×
高さ5.5cm　内容量10粒

ビーズ３WAYストラップ
宝石専門店ミワがお届け
するビーズ製の３WAYスト
ラップ。（メガネストラップ、
ブレスレット、ネックレス）

＊サイズ：長さ80cm

＊サイズ：高さ9cm×幅（ハンドル端まで）10cm
　×上口部直径8cm 
＊容量：215ml

＊サイズ：全長14cm×最大直径1.5cm　＊重さ：20.5g
＊カートリッジインク1本、コンバーター1本、布製ペンケース付

特殊な技術で生花の瑞 し々さや美しさを長い期間楽し
めるように作られたプリザーブドフラワーと漆器の組み合
せ。和と洋の叡智が織りなす小粋なハーモニーをお楽し
みください。

塾帽（ミニチュア）
「♪執る筆かざすわが額の徽章の誉世に布かん♪」
「あんぱん帽」として親しまれた
小粋な丸帽は、気品と智徳の
象徴でもあります。想い出の「塾
帽」をミニチュアにしてみました。
貴方のおそばに、是非。

和洋装小物の老舗「銀座 くのや」

＊サイズ：
縦10cm×横10cm
×高さ7cm

＊サイズ：
直径10cm（ツバ部分含めて13cm）

＊サイズ：
縦10cm×横10cm×小銭入部分の厚さ1cm

期間楽し期間楽し
の組み合
ーをお楽し

誉世に布かん♪」 小物の和洋装 の老

腕時計
今年は、婦人用サイズもご用意
「叡智の宝庫」慶應義塾図書館旧館。その塔屋で「未来」
を担う塾生を見守り続ける大時計をクール&シックにアレン
ジしました。知的で、気品を感じさせる一品です。

＊日常生活防水
＊サイズ（縦×横×厚さ：リューズ含まず）
紳士婦人兼用：39.5mm×34.0mm×8.8mm　
婦人用：31.5mm×25.8mm×8.5mm

＊紳士婦人兼用サイズと、婦人用サイズの２種類をご用意。
どちらか１つを
お選びください。

コットンヌーボー
オーガニックコットンタオルセット
タオルの名産地、愛媛県今治市から
今年刈り取られたオーガニックコットン「コットンヌー
ボー」だけを惜しみなく使って織り上げたバスタオルと
フェイスタオルのセットです。                     

牛革製半札入れ

開口部の大きな小銭入れ、半分に折った
お札が入る札入れ、クレジットカードを１枚
収納できるカード入れがコンパクトにまと
まったオリジナル商品
です。

チケット
4枚

チケット
10枚

チケット
5枚

チケット 3枚 チケット 2枚 チケット 1枚

　塾員の皆様におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
　目まぐるしく変わり行く世の中において、その変化に対応し、目に見えぬ未来への不安を、期待や希望に変え、その未来を明るく照らしていくための
「光」の源泉は慶應義塾で学んだ「叡智」であると私たちは信じております。
　今年の慶應連合三田会大会は、その想いも踏まえ「Light up our future. “叡智の光あきらかに”」を大会スローガンとさせていただきました。また、今
年で完成100年を迎える慶應義塾図書館旧館のステンドグラスを義塾における「叡智の光」の象徴と考え、大会シンボルに掲げさせていただきました。
　大会当日には沢山の塾員の方々に各々の「叡智の光」を持ち寄って頂き、大いに語り合い、互いにその光を輝かせ、皆さまが元気に、そして力強く

「未来への先導者」としてこれからも活躍していくことを確認していただける大会にしたいと願っております。
　塾員の皆さまの「叡智の光」の結集こそが私たち各々の未来を輝かせていくための大きな力になると信じておりますし、そのことを感じていただける
大会にできれば幸いと存じます。
　2015年10月25日／それいこう！ヒヨシにゴー！を合言葉に、１年に１度の塾員全体の大同窓会へ、塾員同士のつながりをさらに深め、各々の未来
を実り豊かなものにするためにも、ご友人やご家族をお誘い合わせのうえ、ぜひ日吉キャンパスにお運びいただきますようお願い申し上げます。　

2015年慶應連合三田会大会実行委員一同

<必ずお読み下さい>

＊梅田氏の萬年筆コレクションは、三田の慶應義塾図書館に所蔵
＊ペン先（14金）に 「ペンのマーク」の刻印

＊靴べらは1本につき3チケット引
換です。また、自然素材につき、色
や柄は写真と異なります。

」老舗「銀座座 くのや」

にアレン

ご用意。

取られたオーガニックコットン「コットンヌー今年刈り
けを惜しみなく使って織り上げたバスタオルとボー」だけ
オルのセットです。                     フェイスタオ

札入れ

＊サイズ：バスタオル長さ145cm×幅72cm フェイスタオル長さ80cm×幅35cm
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