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慶應義塾 1995年  三田会
卒業25年記念事業のご案内

1 9 9 5 年  三 田 会  公 式 ホ ー ム ペ ー ジ

　1995 年に慶應義塾大学を巣立った私たちは、2020 年 3月に卒業 25 年を迎えます。
慶應義塾では、卒業 25 年の節目を迎える塾員を卒業式に招待しています。 25 年前の自分
を思い出し、希望に満ち溢れる後輩たちの門出を祝福し激励するこの行事は、1953 年から続く
塾の大切な伝統の一つです。

　2020 年 3月23日（月）、新しくなった日吉記念館で初の卒業式に出席できるこの記念すべ
き日を中心に、1995 年三田会では同期との絆を深め「お世話になった学びの城への恩返し」

「後輩たちに伝統と希望をつないでいく」ことを目的に以下の記念事業を行います。



卒業して 25 年

来しかた行く末をふと思う

いままでの自分はどこを目指していたんだろう

ただがむしゃらに歩いてきたけど

これからの自分はどこへ向かうんだろう

そんな時は立ち止まってみよう

遠くにたなびく三色の旗が見えるはずだ

我らが誇りの三色旗

あの旗の下にみんながいる

また集まろう、あのときのように

さあ行こう、遅れずに

皆もう向かっていますよ

　1995 年三田会の皆様が卒業 25 年目の年をお迎えになること、慶應義塾
を代表して心よりお祝い申し上げます。また、この輝かしい年を記念した様々
な事業の一環として、塾生に向けた奨学金の募金活動も企画してくださって
いると伺いました。皆様からの温かいお気持ちのこもった奨学金は、後輩たち
の学問の志と将来への希望をつなぎ、さらには慶應義塾の伝統である「社中
協力」の精神のあらわれといえます。慶應義塾を代表して厚く御礼申し上げ
るとともに、伝統が脈々と受け継がれていることを誇りに思います。

　母校に対する愛着と後輩の塾生に対する思いやり、そして三田会の活動に
象徴される卒業生の絆の強さは、慶應義塾を支える基盤です。義塾の創立者

である福澤諭吉も「世の中に最も大切なるものは人と人との交り付合なり。是即ち一の学問なり。」と
いう言葉を残しています。本事業へのご参画をきっかけとして、皆様の絆をいっそう深め、義塾が誇る
べき「社中協力」の輪がさらなる広がりをみせることを願っております。

　2020 年 3 月には新しい日吉記念館での初の卒業式が行われる予定です。後輩の新たなる旅立ちを
祝福する卒業式をともに祝い、皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。それぞれの 25 年前の姿
を思い起こしながら慶應義塾大学卒業生としてのさらなる喜びと誇りを感じていただけることを願い、
そして皆様の一層のご活躍とご健勝を祈念して、ご挨拶に代えさせていただきます。

　慶應義塾は私の家族四世代にわたって学んだ母校であり、ビジネスの場で
も三田会を通して様々な分野で活躍されている方に紹介される機会が多く、
公私にわたり慶應義塾の教えに支えられていることを、日々実感しています。
卒業から四半世紀が過ぎようとしている今も、諸先輩や同級生・後輩たちと、
在学中と変わらぬままの熱意を持って意見を交わし、常に学び合う機会を得
られること。また初対面の同窓生ともすぐに交流を深めることができるのは、
慶應義塾で培った仲間を大切にする気持ちがあればこそではないでしょうか。

　そしてその慶應義塾ならではの、卒業 25 年の塾員を卒業式に、卒業 50 年
の塾員を入学式にそれぞれ招待し、義塾主催の塾員招待会を催すという恒例

行事があります。私たちは 2020 年の卒業式に招待されます。この機会を活かし、「2019 年 5 月のキック
オフ同期会」、「2020年 3 月の大同期会」と「募金活動」という大きなイベントを実施し、あわせて
1995 年三田会の名簿整備と記念誌の編纂を推進することとしました。募金は私たちから贈るエールと
して、支援が必要な後輩たちの奨学金に活用されます。

　私たちが卒業 25 年を迎える 2020 年は、東京オリンピックが開催される年であり、また新しい年号
になって初めての卒業生を送り出す記念すべき年です。今回の1995 年三田会のスローガン「集え三色旗
の下に」のとおり、共に集い、親交を深め、慶應義塾の思い出と未来について語り合いましょう。2020 年
3 月の大同期会および卒業式でお会いできることを楽しみにしています。

慶應義塾長

長谷山　彰

1995 年三田会
卒業 25 年記念事業実行委員会

実行委員長

島田　豪
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1995 年三田会ホームページでできること

2019.5.11キックオフ

2020 年 3月22日（日）にザ・プリンスパークタワー東京で開催。
『25 年目のはじめまして！』を見つけにこちらから参加登録をお願いします。
参加費は「銀行振り込み」での受付です。（事前申し込みはお得な割引料金です。）

こちらからはカード決済で募金をすることができます。
※1995年三田会で取りまとめた寄付金は慶應義塾に全額送金し、義塾の管理の下に使用されます。
※慶應義塾に対する寄付金は寄付金控除を受けられます。

これが今回の卒業25年記念事業の基本となる名簿整備。メールアドレスを登録いただければ
卒業25年記念事業のみならず1995年三田会の活動についてもご連絡します。

同期会活動に欠かせないアイテムのオリジナルTシャツ ！
サイズはS、M、L、XL、XXL。色は白と紺セットでの販売です ！
こちらからお申込みいただければご指定の場所に届きます ！

（白、紺セットで 5,000 円）

記念誌には
１．キックオフから1 年間の活動記録
２．大同期会当日の模様（動画あり）
３．あの頃（25 年前）の資料がふんだんに
　　収録されます。投稿・掲載は無料です。
　 ぜひ投稿しましょう!

大同期会（出欠確認）

募　金

名簿ログインページ

オリジナルTシャツ販売

写真投稿コーナー／記念誌DVD

1995年三田会 H.P. QRコード

　1995 年に慶應義塾大学を巣立った私たちは、2020 年 3月に卒業 25 年を迎えます。
慶應義塾では、卒業 25 年の節目を迎える塾員を卒業式に招待しています。 25 年前の自分
を思い出し、希望に満ち溢れる後輩たちの門出を祝福し激励するこの行事は、1953 年から続く
塾の大切な伝統の一つです。

　2020 年 3月23日（月）、新しくなった日吉記念館で初の卒業式に出席できるこの記念すべ
き日を中心に、1995 年三田会では同期との絆を深め「お世話になった学びの城への恩返し」

「後輩たちに伝統と希望をつないでいく」ことを目的に以下の記念事業を行います。
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大同期会の開催 ～卒業式の前日に開催～1

　卒業式前日の2020年3月22日（日）に慶應義塾大学三田キャンパスにほど近い

ザ・プリンスパークタワー東京で大同期会を開催します。

卒業してからも何かと連絡を取っている同期もいれば、この機会が25年ぶりとなる同期

もいるでしょう。

　でも皆さん、今回の卒業25年記念事業対象者は7768人です！

　『25年目のはじめまして！』を合言葉にまだまだ知らない同期たちに出会いに

卒業式の前日はザ・プリンスパークタワー東京に全員集合です！

「ザ・プリンス パークタワー東京」

【料金】※サービス料・消費税込み、1室あたり
　　　宿泊税・朝食別途　1室1 ～ 2名利用

パークツイン　　　　　　　　27,225円
デラックスツイン　　　　　　29,040円
コーナーキング　　　　　　　29,040円
パノラミックツイン　　　　　36,300円
パノラミックキング　　　　　36,300円
パノラミックコーナーキング　36,300円

【予約方法】 宿泊予約に直接お問合せ：03-3434-8686「三田会」の法人料金とお伝えください。

【備考】 特別料金は最安を保証するものではございません。

【アクセス】
■ 車の場合
東京駅から 4km（平常時 10 分）。
羽田空港から首都高速芝公園ラン
プ経由16km（平常時15分）。東京
シティエアターミナル（箱崎）から
約15分。

■ 電車の場合
JR線·東京モノルール浜松町駅か
ら徒歩12分。都営地下鉄大江戸線
赤羽橋駅（赤羽橋口）から徒歩2分。
都営地下鉄三田線芝公園駅（A4）か
ら徒歩3分。都営地下鉄浅草線·大
江戸線大門駅（A6）から徒歩9分。

「東京プリンスホテル」

【料金】※サービス料・消費税込み、1室あたり
　　　宿泊税・朝食別途　1室1 ～ 2名利用

 4 ～ 8F
スーペリアツイン（ダブル）　　　　　18,150円
デラックスツイン（キング）　　　　　21,780円
 9 ～ 10F（アッパーフロア）
スーペリアツイン（ダブル）　　　　　19,965円
デラックスツイン（キング）　　　　　23,595円

当日の受付混雑を避けるためできるだけ事前にお振込みください（当日よりおトクになっています！）
※申込み・振込み期限を過ぎて、また当日のお支払いは、すべて当日料金となりますのでご了承ください。
当日は会場に学部ごとの受付がございます。同期の皆様にお会いできることを楽しみにしております。

キャンセルについて
1995 年三田会HP に記載のキャンセルポリシーをご参照ください。

専用振込用紙を利用したお振込
同封の「1995年三田会 卒業25 年記念事業用振込用紙」をご利用の場合は、お振込の金額、日付、ご住
所をご記入いただき、お振込ください。（アクセスコード、お名前は印字済みです）。
なお、振込手数料は各自にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

専用振込用紙を利用しないお振込
下記指定口座宛に、直接お振込ください。

三菱UFJ銀行　神田駅前支店　普通1043456 
1995年三田会卒業25年事業大同期会口（1995ネンミタカイダイドウキカイグチ）

※口座名義入力が必要な場合は、カッコ内の内容をご入力ください。
※カナ名義が若干異なりますのでご注意ください。
※お振込の際、お振込人氏名の前に必ず4桁のアクセスコードをご入力ください。
※振込手数料は、各自にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

参加費の振り込み方法

3 月 22 日  宿泊先のご案内

【日　時】2020年3月22日（日）  ※ご家族の同伴も可能です。小学生以下は無料となります。

【受　付】 受付開始15 : 30 ／開宴16 : 30 ／閉会19 : 00

【場　所】 ザ・プリンス  パークタワー東京  〈 コンベンションホール 〉

【会　費】 事前振込（3 月13日（金）まで）
 男性15,000 円／女性12,000 円
 隣の会場に二次会もご用意！ぜひご参加ください。

【二次会】 開始予定 19：30

【場　所】 ザ・プリンス  パークタワー東京  〈 ボールルーム 〉

【会　費】 事前振込（3 月13日（金）まで）
 男性5,000円／女性3,000 円

【当日料金】 大同期会　男性18,000 円／女性15,000 円
　　　　　　 二次会　男性7,000円／女性5,000 円

（ 通常料金より割安でお泊りいただけます。）
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「1995 年三田会記念奨学金」
本奨学金は、慶應義塾大学学部学生 ( 私費外国人留学生を含む ) のうち、慶應義塾の学生としてふさわ
しい優秀な人物 · 学業 · 成績で、かつ経済的理由により修学が困難であると認められた学生に対して奨学
金として給付し、援助することを目的とします。

「福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金」・「小泉信三記念慶應義塾学事振興基金」
福澤基金は研究者育成を目的に国外留学や論文執筆など研究活動支援等に、小泉基金は体育会活動、
大学院生や一貫教育校生徒・児童への奨学金をはじめとする学生支援等に利用されます。

◉ 個人名義：一口 10,000 円  （できれば三口以上お願いします）

ご寄付をされた方はお名前が慶應義塾機関誌「三田評論」に掲載されます。※お名前の掲載を希望されな
い方は、募金部会までご連絡ください。
募金部会メールアドレス ⇒ bokin@keio1995.com

◉ 法人名義：一口 50,000円  （できれば二口以上お願いします）

3,500万円以上

2019年4月1日（月）～ 2020年4月30日（木） 〈予定〉

慶應義塾へ寄付を行う ～ 2020 年 3 月 23 日（月）の卒 業式で目録を贈呈します～2

　これまで、卒業25年を迎えた多くの先輩方は「社中協力」の精神の下、母校への恩返しとして

記念の寄付を行ってきました。私たち1995年三田会からは直接の後輩に対する「1995年三田会

記念奨学金」の設立と恒久的な義塾への支援として「福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金」「小泉

信三記念慶應義塾学事振興基金」へ寄付することとし、そのための募金活動を実施いたします。

　それぞれに将来の夢を胸に抱き、日々勉学に励み、懸命に充実した学生生活を送ろうとしている

後輩たちが『夢を途中で諦めることのないように』支援する「奨学金」と今後の慶應義塾が世界に向

けて発展し続けていくための「学事振興基金」への募金です。同期の皆様のご理解とご賛同 · ご協

力を何卒お願いいたします。

募金の使途目的

募金単位

目標金額

募金期間

1. クレジットカードのご利用
ご利用いただけるクレジットカード　MUFG / DC / UFJ / NICOS / VISA / MASTER
クレジットカードをご利用いただく場合、お支払い回数は1 回払いのみとなります。
下記の1995年三田会ホームページ内の「卒業25年記念事業募金」からお手続きください。
手続きが終わりますと、受付完了メールがご登録いただいているメールアドレス宛に送信されます。

1995年三田会ホームページ ⇒ http://keio1995.com

2. 専用振込用紙を利用したお振込
同封の「1995年三田会 卒業25 年記念事業用振込用紙」をご利用の場合は、お振込の金額、日付、ご住
所をご記入いただき、寄付金額をお振込ください。（アクセスコード、お名前は印字済みです）。
なお、振込手数料は各自にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

3. 専用振込用紙を利用しない場合のお振込
下記指定口座宛に直接お振込ください。

三菱UFJ銀行　神田駅前支店　普通1043443
1995年三田会卒業25年事業奨学金口（1995ネンミタカイショウガクキングチ）

※口座名義入力が必要な場合は、カッコ内の内容をご入力ください。
※カナ名義が若干異なりますのでご注意ください。
※お振込の際、お振込人氏名の前に必ず4桁のアクセスコードをご入力ください。
※振込手数料は、各自にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

4. 領収証の発行ならびに税額控除に係る証明書（写）の送付
皆様のご寄付は、1995年三田会で取りまとめて慶應義塾に入金いたします。後日、慶應義塾から寄付
金控除に必要な領収証と文部科学省発行の税額控除に係る証明書（写）が、お手元に届きます。確定申告
される場合はこちらをご利用ください。2019年12月1日以降にお振込いただいたものは、2020年の
寄付金控除（2021年春の確定申告）にご利用になれます。なお、銀行窓口での振込依頼書の控え、ATM 
等の振込票等はお手元に大切に保管しておいてください。

お振込みの際は、法人名とあわせてお振込される方の4桁のアクセスコードをご記入ください。
またお手数ですが「1995年三田会 卒業25 年記念事業 募金部会宛」に、アクセスコードを明記の上、メー
ルにてご連絡をお願いいたします。

募金部会メールアドレス ⇒ bokin@keio1995.com
ご不明な点、書類送付先のご相談等は、1995年三田会ホームページをご参照ください。

1995年三田会ホームページ ⇒ http://keio1995.com

寄付方法

法人名義でのお振込み
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1995年三田会
ホームページへ投稿！

集合写真を
撮って…

1995年
三田会

DVD

同期会
記念誌

環境情報学部４年

佐波優子さん
　

◉奨学金を受けようと考えた理由は何ですか
最初は両親からの仕送りと私のグループホームでの介護のアルバ
イトや学内でのアルバイトで学費を賄っていました。しかし父の定
年退職で両親が年金生活になり、ちょうど同じ頃に父が体調を崩
して通院をはじめたこともあって仕送りも減り、私のアルバイトだけ
ではどうにも学費が払えなくなってしまいました。このままでは学業
が続けられなくなるところまで追い込まれ、学業を続けたいという強
い思いで奨学金の申し込みをしました。

◉寄付をいただいた三田会、これからの寄付を検討
　しているメンバーにメッセージを
学業を続けることができないと諦めていた私が、今こうして4 年
生となって卒業論文を書くことができていることは、信じられな
いぐらい嬉しいです。この学びの機会をみなさんからいただいた
貴重なギフトだと思って卒業までしっかり頑張ります。私は奨学
金をいただいた時に、先輩たちが汗水流して働いて手に入れた
お金を後輩のために寄付して下さったことをとてもありがたく感じ
ました。直接先輩方にお返しすることはできないかもしれません
が、私も卒業後は、「後輩たちのために」という思いを継承して
いきたいと思っています。

医学部２年

保住英希さん

◉現在どのような塾生生活を送っていますか
今は医学部の2年生として信濃町キャンパスに通っており、春学
期は基礎医学の授業が主で、秋学期は実習をメインとした勉強を
しています。また、医学部生理学研究室に所属しておりヒトの細
胞の老化因子に関する研究にも参加しています。部活では、医
学部體育會剣道部に所属し、中学から続けている剣道を週に3
日鍛錬しています。剣道部の活動は、全塾や他大学との交流や
人の輪を広げるのにも役立っています。アルバイトではカフェと塾
で仕事をしています。

◉寄付をいただいた三田会、これからの寄付を検討
　しているメンバーにメッセージを
今回、奨学金をいただいたことで、自分がやりたいと思っているこ
とに向けて努力する環境を作ることができました。先輩方の大事
なお金でこのような支援を受けたことに感謝し、努力して皆さんの
期待に応えたいと思います。また、自分も後輩たちに自分が受け
たような機会を与え、さらなる発展に貢献できるように頑張ります。
ただ大学を卒業するだけではなく、研究も勉強も＋αを積み上げて
いこうと考えると、いくら意欲があってもお金がないとできないこと
が多くあります。皆様のご寄付は、意欲のある学生にとって大き
な助けになります。ぜひご支援をお願いいたします。

同期会記念誌の発行
～あれから25 年を振り返る～

4

卒業25年記念事業の集大成！

記念DVDを1部5,000円で販売します。（事前申込み価格）

記念にぜひご購入を！

１. キックオフから1年間の活動記録（投稿募集中!!）

２. 大同期会当日の模様（動画あり）

３. あの頃 …（25年前の資料をふんだんに）
　　こちらも投稿募集中!

～後輩が途中で夢をあきらめないために～ 1995 年三田会奨学金

塾員名簿の整備3

1955年三田会では卒業25年記念事業だけでなくこれを機に様々なご連絡を差し上げます。

9月5日（95の日）はこれからも行う予定です。

1. 専用振込用紙を利用したお振込
同封の「1995年三田会 卒業25 年記念事業用振込用紙」をご利用の場合は、日付、ご住所をご記入
いただき、お振込ください。（アクセスコード、お名前は印字済みです）。
なお、振込手数料は各自にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

2. 専用振込用紙を利用しない場合のお振込
下記指定口座宛に直接お振込ください。

三菱UFJ銀行　神田駅前支店　普通1043498 
1995年三田会卒業25年事業記念誌口(1995ネンミタカイキネンシグチ）

※口座名義入力が必要な場合は、カッコ内の内容をご入力ください。
※カナ名義が若干異なりますのでご注意ください。
※お振込の際、お振込人氏名の前に必ず4桁のアクセスコードをご入力ください。
※振込手数料は、各自にてご負担いただきますようお願い申し上げます。

記念誌購入方法

http://keio1995.com
まずは、ホームページにアクセス！

2019.9.5　キューゴーの日
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　毎年、卒業 25 年を迎えた塾員は、慶應義塾から
卒業式に招待されます。
　現在、日吉記念館は建て替え中で、2017 年度と
2018年度の卒業式はパシフィコ横浜で開催されました。
　新たな記念館は地上 5 階、収容人数約 1 万人となり

（現在は地上 3 階、6500 人）、完成は2020 年 3月
の予定です。
　そのこけら落としとなる初めての式典が 2020 年 3月
23日（月）に執り行われる卒業式です。幸運にも我々は
その卒業式に招待されます！
　まずは以下のホームページから「名簿整備」をクリックし

「登録情報」を確認、更新してください。

 ⇒ http://keio1995.com
　慶應義塾からの招待状は、このホームページで登録
した住所へ、2020年2月上旬に送付されますので、必ず
確認をお願いいたします！

　一生に一度のこの大チャンスをぜひ多くの同期と分か
ち合いましょう！

◎卒業式 （新記念館での最初の卒業式）

【時間】10:00 〜 11:50（予定）
【場所】 日吉キャンパス 記念館 （新記念館）
　　　 ※9:30までにご入場ください （9:00受付開始）。

◎卒業25年塾員招待会
【時間】12:00 〜 13:00（予定）
【場所】 日吉キャンパス 食堂棟 2階 （予定）

完成予想図（外観）

完成予想図（内観）

卒業式に行こう！

卒業式・卒業 25 年塾員招待会

日時：2020年3月23日（月）
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