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顧問・常議員会

　新型コロナウィルス感染拡大により一昨
年、昨年と顧問・常議員会は中止を余儀
なくされていましたが、本年は感染対策の上
3年ぶりに6月8日（水）午後6時より、顧問・
常議員会を開催いたしました。
　会場の慶應義塾三田キャンパス西校舎
ホールには、北川常任理事、学部長、大
学院研究科委員長、一貫教育校学校長、
塾監局長、塾員センター部長など大勢の
塾からの来賓をお招きし、名誉顧問、会長、
名誉相談役、副会長、相談役、顧問、常
議員、会務委員及び各三田会代表者、
総勢170名にお集まり頂きました。
　会は増岡隆一会務委員による司会のも
と開会し、菅沼安嬉子慶應連合三田会会
長の挨拶に続いて、定款に基づき菅沼会
長が議長席についた後、議事が進められ
ました。山本德治郎会務委員長より、昨年
度初めてオンライン中心の大会を開催し、

成功裏に終了した大会収支を含めた2021
年度事業報告及び決算報告に続き、登録
三田会の増減・名称変更、昨年度の物故
者役員などについての報告があり、会場か
らは特段の質問、意見は無く了承されまし
た。なお、席上にて2022年3月末現在での
登録三田会総数は、878に上ることが説明
されました。
　続いて、本年度慶應連合三田会大会
の実行委員を代表し、山本憲央大会実行
本部長（1992年三田会）に菅沼会長より
各年度への助成金の贈呈が行われました。
　年度助成金贈呈への謝辞とともに濱野
有大会実行委員長（1982年三田会）より
コロナ禍の状況を十分踏まえ、本年度連合
三田会大会のハイブリッド開催（昨年度の
デジタル大会と、コロナ前の通常開催大会
の融合）への取り組みなどの説明と、大会
開催に向けた益々の協力の呼びかけがさ

れました。
　その後、司会より出席常任理事ならび
に学部長の紹介に続き、海外出張の為
残念ながらご欠席の伊藤公平塾長より本
会に向け頂戴致しているビデオメッセージ
が壇上の大スクリーンに映し出され、塾
の新たな産学連携の取り組みに加え、戦
争によりウクライナから避難を余儀なくされ
た学生達の受け入れの為の支援を含め、
一層の社中協力のお願いが会場に伝え
られました。ビデオメッセージに続き、慶應
義塾を代表し北川雄光常任理事よりご挨
拶とともに、塾との両輪である連合三田会
の発展と本年大会への大きなエールを頂
きました。
　平時であれば司会より閉会の辞の後、
会場を移動し懇親会が開催されますが、
本年の顧問・常議員会はこれにて閉会を
いたしました。

慶應連合三田会
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　三田キャンパス図書館旧館の東側の小
道を少し下ると、「文学の丘」と呼び慣わされ
る静かな場所がある。木々に囲まれて慶應
義塾にゆかりの文学者たちを偲ぶ碑が並ぶ
丘の、その一番高いところに、演劇人小山
内薫（1881～1928）の胸像が立っている。

＊
　小山内薫は、1881年、小山内建と錞の
長男として広島県に生まれたが、父を5才
のときに亡くして東京へ移った。芝居好きな
母のもと、演劇に親しむ少年だったという。
東京帝国大学英文科に進学した小山内
の大きな力となったのは、陸軍軍医であった
父のかつての同僚、森鴎外だった。若き小
山内は、森鴎外が主宰する雑誌に戯曲の
翻訳を発表してその才能を認められ、演劇
の世界に入ってゆく。
　森鴎外は、日露戦争に従軍中も戦地から
手紙を送るほど小山内に目をかけていた。そ
の鴎外の紹介で、1910年、小山内は慶應
義塾大学部文学科の講師として迎えられ、
以降1923年まで塾で教鞭を執ることになる。
久保田万太郎、佐藤春夫らの文学者を輩
出するとともに、現在の演劇研究会に連なる
学生の演劇研究グループを指導した。
　小山内の塾での日々は、三田文学の草
創期にも重なる。三田文学は1910年に永
井荷風を主幹に据えて出発したが、この若
い時代の三田文学に小山内は、創作、翻
訳、評論など多数の作品を寄せた。
　この頃の小山内の重要な活動は、二代
目市川左團次と組んだ「自由劇場」だろう。
小山内と左團次は、小山内が東京府第一

中学で学んでいた頃、ともに狂歌を学んだ
仲だった。左團次は、襲名披露公演で大
当たりをとったのち、1906年から8ヶ月の洋
行に出る。翌年に左團次が帰国するやいな
や、小山内は左團次の元に出向いて西洋
の演劇事情をむさぼるように聞いたという。そ
して二人は、有楽座でイプセン「ジョン・ガ
ブリエル・ボルクマン」を試演し、1909年に
自由劇場を立ち上げる。これは西洋の近代
劇を翻案でなく翻訳によって本格的に演じる
最初の舞台で、日本の新劇の始まりに位置
づけられる出来事だった。
　小山内はその後1912年から1913年に
かけて欧州を歴訪し、西洋の演劇を見聞
する。そして1924年6月、ドイツで演劇を研
究していた土方与志とともに築地小劇場を
立ち上げた。築地小劇場は、日本初の新
劇の常設劇場で、劇場の専属劇団を持っ
ていた。築地駅近くの劇場跡地に残された
碑文には、在りし日の築地小劇場の姿が刻
まれている。ゴシック・ロマネスク様式の平
屋の建築物で、ファサードに3つのアーチ
を備えていた。舞台には左右上部が湾曲し
て張り出すクッペル・ホリゾントが採用され、
最新の照明・音響設備も導入された。チェ
ーホフ「白鳥の歌」、マゾオ「休みの日」、ゲ
ーリング「海戦」の上演で旗揚げされた築
地小劇場の活動は、日本の近代演劇を先
導してゆくことになる。

＊
　小山内が築地小劇場とともにあった年月
は、濃密で、しかし短いものだった。築地小
劇場の発足から4年後の1928年に、小山
内は47才でその生涯を閉じる。日本の近代
演劇の歴史に不朽の足跡を残した演劇人
の、惜しまれた死の30年後に、近代彫刻
の重鎮朝倉文夫に依頼して作られたのが、
いま三田キャンパスに立つブロンズ像だ。
顔写真を元に進められた制作のあいだ、
朝倉は、小山内の妻、登女子を何度もアト
リエに呼び、似ているかどうかを熱心に尋ね
たという。
　小山内の親戚で、音楽・舞踊評論家
の蘆原英了は、「先生の生き写しのような胸
像」とその出来映えを讃えている。1958年に
完成した像はまず歌舞伎座に設置され、そ

ののち、小山内の活動によりふさわしい場所
に据えるべく、縁深い慶應義塾大学三田キ
ャンパスに移された。
　小山内と慶應義塾との関係は、単なる
一講師との縁にとどまらない。三田文学との
関わりや学生の指導に加え、日本演劇界に
大きな論争を巻き起こした大講堂での講演
がある。三田新聞の伝えるところによれば、
1924年5月29日、築地小劇場立ち上げの
直前に、塾の劇研究会が主催する講演会
で小山内は、「私たちは演出者として日本の
既成作家―もし自分もそうであったらそれも含
める―の創作からなんら演出欲をそそられな
い」ため、日本の劇作品は上演しないと述
べ、論議を呼んだという。
　三田への胸像移転にあたっては、この逸
話を念頭に、大講堂がかつて建っていたあ
たり、西校舎と第三研究室棟の間の場所
が選ばれ、谷口吉郎が設計した白大理石
の台座が用意された。1964年8月1日、三
田での除幕式にも立ち会った蘆原英了は、
その当時の様子を書き残している。「さつと樹
の葉を通して、数条の太陽の光りが先生の
顔にさしたが、風のたびにその光りがゆれ、
先生の顔はまるで生きているように思われた」
　小山内の像は、大学院校舎の建設にとも
ない1984年に文学の丘に移設されるが、像
を囲む木立からの木洩れ日をうけて、その顔
はいまもなお生き生きと陰影をたたえている。

＊
　ブロンズ像のほかにも、慶應義塾には小
山内ゆかりの品が収められている。図書館
（三田メディアセンター）は、小山内の蔵書
約六千冊と、700枚を超える絵はがきを収
蔵している。いずれも小山内がヨーロッパに
赴いた際に買い集めたもので、西洋人の生
活を舞台で表現するために必要な知識を
貪欲に学んでいた小山内の姿を想像させ
る。絵はがきは現在、メディアセンターデジ
タルコレクションでオンライン公開されてお
り、小山内が身を乗り出して見ていたであ
ろう20世紀前半の西洋演劇の世界を垣間
見せている。

慶應義塾ミュージアム・コモンズ 専任講師
本間 友

表紙写真  シリーズ 慶應義塾を巡る肖像（4）

「文学の丘」を見守る演劇人の肖像――朝倉文夫《小山内薫像》（1958）

築地小劇場跡地に残された碑文
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　慶應義塾規約第19条第2項第2号の規定に基づき、塾員の選挙する評議員（30名）を下記により改選
することになりましたので、慶應義塾評議員選挙規則第15条の規定により公告します。

　2022年10月3日（月）
　

　塾員原簿（選挙期日の2か月前現在を基準とする）に住所・
氏名が登録されている塾員。
　ただし、義塾の設置する大学および大学院に在学中の塾
員と、教職員評議員選挙の選挙資格を有する塾員を除く。
　

　慶應義塾大学学部または大学院（義塾がかつて設置した
高等部、大学附属医学専門部および獣医畜産専門学校を
含む）ならびに慶應義塾看護短期大学の正規の課程を卒業
した者で年齢25年以上の者。ただし、選挙期日およびその前
6か月の期間において慶應義塾の設置する学校に在学してい
た者を除く。

　投票用紙（はがき）を使用した郵送投票または二次元コー
ドを使用した電子投票により行う（詳細は、選挙管理委員会
が選挙期日の30日前までに発送する案内を参照）。
　

　塾員は100名以上150名以下の各連署人の自筆による連
署をもって、卒業生評議員の候補者1名を推薦することができ
る。ただし、評議員会議長、理事、監事、選挙管理委員会
委員、義塾の設置する大学および大学院に在学中の塾員は
連署に加わることはできない。なお、候補者の推薦にあたり、提
出された連署簿に不正の疑いがある場合は、連署人に照会
する等により調査を行うものとする。
　推薦は所定の用紙に候補者の氏名・住所等必要事項を
記載し、2022年6月29日（水）までに選挙管理委員会へ届け
出ること。 ※既に締め切りました。

◇投票用紙は、塾員原簿に登録されているご住所（2022年8月3日時点）へ、9月初旬までに郵送します。
　選挙のご案内https://www.keio.ac.jp/ja/news/2022/3/18/27-104470/（慶應義塾公式サイト掲載）
　選挙管理委員会事務局〒108-8345東京都港区三田2-15-45慶應義塾総務部内電話03-5427-1060

◇住所・氏名等を変更されている場合は、2022年8月2日（火）までに、以下1～4のいずれかの方法でお届けください。
2～4の方法による場合は、卒業年・学部、生年月日、自宅電話番号、勤務先も併記のうえ、お届けください。なお、
慶應オンラインをご利用の方は、そちらからも提出可能です。

　1. 塾員（卒業生）ホームページURL：
 https://wwwdc01.adst.keio.ac.jp/kj/jukuin/mailform.html
 ※右記の二次元コードでもアクセスできます。
　2. メール：infoalumni@info.keio.ac.jp
　3. F A X ：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  宛

  　　　　　住所変更等のお問い合わせ先　塾員センタ－　電話03-5427-1547

　卒業生評議員選挙における行き過ぎた集票行為に対して，品位を欠くものであるというご批判を頂戴しております。
塾員のみなさまにおかれましては，投票用紙の譲渡は禁止されているということをあらためてご確認ください。

2022年5月2日
以  上

東京都港区三田二丁目15番45号
慶應義塾卒業生評議員選挙管理委員会

お　願　い

  1．選挙期日

  2．選挙資格

  3．被選挙資格

  4．実施方法

  5．候補者の推薦

塾員（卒業生）
ホームページ

慶應義塾第36期卒業生評議員選挙公告
1. 行事活動
諸会合の開催
・大会実行委員激励会
　4月16日　新型コロナ感染症の影響により中止
・正副会長会
　4月26日　慶應義塾北館3階大会議室にて開催

14名（内オンライン3名）出席
  11月25日　慶應義塾北館ホールにて開催
 15名（内オンライン3名）出席
2022年
　3月18日　慶應義塾北館3階大会議室にて開催

15名（内オンライン2名）出席
・定時常議員会　
　5月27日　新型コロナ感染症の影響により中止
 役員・三田会へ資料を送付
・懇親会
　5月27日　新型コロナ感染症の影響により中止
・2022年大会実行委員長委嘱状贈呈式および

打ち合わせ
　6月09日　慶應義塾東館5階会議室
 濱野実行委員長、山本実行本部

長、安西実行副本部長がご出席
・慶應連合三田会大会
 10月17日　日吉記念館およびオンライン配信で

開催
 1981、1991、2001、2011年卒業者

が担当
 大会券2,000円　大会券販売枚数

20，440シート
・大会実行委員慰労会
 新型コロナ感染症の影響により延期
・2022年大会実行委員親睦会
 新型コロナ感染症の影響により延期
 （激励会・配布会とともにキックオフイ

ベントとして次年度開催予定）
・2022年三田会結成式
　3月23日　日吉記念館で卒業式に引き続き開催
 菅沼会長登壇・挨拶
・理事会  ・評議員会
　　　理事会　2021年5月12日
　　　　　　　慶應義塾東館5階会議室
　　　理事会　2021年9月8日　
　　　　　　　慶應義塾東館5階会議室
　　　理事会　2021年11月10日　
　　　　　　　慶應義塾東館5階会議室
　　　理事会　2022年3月2日　
　　　　　　　慶應義塾北館会議室2
　臨時理事会　2021年5月27日　
　　　　　　　慶應義塾北館3階大会議室
定時評議員会　2021年5月27日　
　　　　　　　慶應義塾北館3階大会議室
臨時評議員会　2022年3月9日　
　　　　　　　慶應義塾東館5階会議室
・その他
2022年卒業準備委員会との打ち合わせ

3月9日　慶應義塾北館3階大会議室にて開催

会務委員会  各月（除く8月）

2. 会報誌の刊行・頒布など
・『三田ジャーナル』の発行
　2021年5、7、9、11、 2022年1、3月号を発行
・慶應連合三田会名簿の発行
　2022年1月役員および各三田会宛に発送
3. 塾員団体への協力事業
登録三田会（2022年3月末現在・カッコ内前年度
比増減）
・総　数 878 （－5）
 年　度 74 （－5） 地　域 323 （－1）
 勤務先・職種  246 （－3） 諸　会 235 （＋4）
・新規登録三田会（7）
　（年度）　2022年三田会
　（勤務先・職種）　農水三田会、NEC三田会
　（諸会）　サードプレイス三田会、交換留学生

三田会、慶應義塾自転車倶樂部、
霞ヶ丘応援席三田会

・登録辞退三田会（6）
　（地域）　白河三田会
　（勤務先・職種） 東洋キヤリア三田会、大丸三田会、

キャタピラー三田会、セイコーインスツ
ル三田会、NOK三田会

・登録削除三田会（6）
　（年度）　1942年、1943年、1944年、1947年、

1948年、1951年三田会
・2022年三田会助成
　組織整備資金として100万円を贈呈（5年間一般

財団法人慶應連合三田会口座に留保）
・2017年三田会助成
　組織整備資金として100万円を贈呈（5年間留保
していた分を3月25日贈呈）

・三田会助成
　組織整備資金とし1982年三田会に100万円、
1992年三田会に150万円、2002年三田会およ
び2012年三田会に各200万円を3月25日贈呈

4. 現役員数（2022年3月末現在）
名 誉 会 長 1名 名 誉 顧 問 1名
名誉相談役 5名 相　談　役 15名
会　　　長 1名 顧　　　問 206名
副　会　長 28名 常　議　員 295名
評　議　員 14名 理　　　事 12名
監　　　事 3名
物故役員氏名（カッコ内は死亡月日）
（顧　問） 磯野　謙藏　君（2021年5月2日）
     〃 小林　亜星　君（2021年5月30日）
     〃 矢嶋　英敏　君（2021年7月7日）
     〃 福澤文士郎　君（2021年10月6日）
     〃 細田安兵衛　君（2021年11月3日）
     〃 小坂　健介　君（2021年12月10日）
     〃 伊藤　淳二　君（2021年12月19日）
     〃 坂上　　弘　君（2021年8月16日）
     〃 上島　康男　君（2022年2月7日）
     〃 篠崎　英夫　君（2020年3月24日）
 ＊昨年度事業報告以降判明
（常議員） 永易　克典　君（2021年5月3日）
     〃 太田　美明　君（2021年10月25日）

慶應連合三田会　2021年度事業報告

（単位：円）

（単位：円）

5. 決算報告
（1）収支計算書（2021年4月1日～2022年3月31日）

 収　　　入 支　　　出
2021年度大会寄付金収入 80,381,877 大会支出 237,040
特別寄付金収入 5,824,100 会報誌発行費 3,811,946
会報誌収入 1,854,600 三田会助成 17,500,000
  名簿発行費 2,649,288
  管理費 43,749,100
その他の収入 4,016,79 その他の支出 9,395,080
当期収入合計 92,077,373 当期支出合計 77,342,454
  当期収支差額 14,734,919
  前期繰越収支差額 66,131,513
  基本財産積立 △5,000,000
  次期繰越収支差額 75,866,432

（2）貸借対照表（2022年3月31日現在）
 資産の部 負債の部
現金預金 81,571,299 未払金 0
その他 5,513,975 預り金 5,199,542
  未払消費税等 6,019,300
流動資産合計 87,085,274 流動負債合計 11,218,842
基本財産 75,000,000 一般正味財産 173,325,952
特定資産 13,000,000 
その他 9,459,520 
固定資産合計 97,459,520 正味財産合計 173,325,952
資金合計 184,544,794 負債及び正味財産合計 184,544,794
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福澤先生ウェーランド経済書講述記念講演会開催

　今年も5月13日（金）、三田キャンパス北
館ホールにて、「福澤先生ウェーランド経済
書講述記念講演会」が開催され、鈴木哲
也理工学部教授により、「慶應義塾におけ
る教育研究の産業界への貢献～現代の実
学とは？～」という演題で講演会が行われま
した。
　鈴木教授のユーモアを交えた講演によ
り、会場は時折笑い声に包まれ、聴講者は
熱心に講演に耳を傾けていました。
講演アーカイブ動画

　戊辰戦争のさなかの
慶応4年5月15日、江
戸中が騒然とする中、
福澤諭吉は動ずること
なくいつものようにフラン
シス・ウェーランドの経
済書に関する講義を続
けました。1956年慶應
義塾では、世の中にい
かなる変化があっても
学問教育を尊重した
福澤の精神を長く伝え
るために、彰義隊の戦
闘があった5月15日を
「福澤先生ウェーランド
経済書講述記念日」と
定め、毎年この日に一
般向けの講演を開催し
ています。

慶應義塾史展示館春季企画展「慶應野球と近代日本」 開催中！

　本年は、野球伝来150年にあたります。
福澤諭吉記念慶應義塾史展示館ではこれ
を機会として、第2回企画展「慶應野球と近
代日本」を企画し、慶應義塾野球部の歴史
を掘り下げることを通して、慶應義塾における
スポーツの特質を考えてみることとしました。
　慶應野球部では、
学業を重視し部員の
授業への出席を前提
に練習が組まれること、
全体練習が短く自ら考
え工夫する自主練習
が重視されること、選手
間に極端な上下関係
がなく監督と選手の関

係も近いこと、スポーツの成績に基づき事実
上、体育会の部が受験生を選抜するいわ
ゆる「スポーツ推薦」の入試制度がないこと
（AO入試等はあくまで各学部が行い体育
会等は全く関与していない）、レギュラーに
浪人生もよくいることなど、数々の特徴があり
ます。そしてこれは、慶應義塾の他の体育会
各部にも多く共通してみられる特徴となって
います。慶應高校野球部の場合、甲子園出
場時に毎度、選手の頭髪がある（丸刈りで
はない）ことが話題になることを記憶されてい
る方も多いでしょう。
　このような特徴は、異端的に見られるだけ
で、その成立過程や意義を、歴史をたどりな
がら丁寧に考えることは、今までほとんど行わ
れたことがありません。本展は、多彩な資料に
基づいて慶應野球の歴史を振り返りながら、
その特徴の由来を考えます。鍵を握る人々は

たくさんいますが、本展では特に、福澤先生
から始まり、平岡煕、三宅大輔、腰本寿、前
田祐吉に注目しています。この展示で示す慶
應野球の歴史は、単に野球史の範疇に留
まらず、日本人の精神文化、思想史を見つ
める試みでもあります。またそもそも慶應義塾の
教育理念、そして学生スポーツの意義や、
教育とは何かという根本を問うことにも繋がる
でしょう。ぜひご覧いただければ幸いです。

《主催》福澤諭吉記念慶應義塾史展示館
《会期》2022年6月6日（月）～8月13日（土）
《会場》福澤諭吉記念慶應義塾史展示館

企画展示室 （入場無料）
《開館時間》10時～18時
《休 館 日》日曜日、祝日、夏季一斉休暇
                （8月1日～7日）

慶應義塾史展示館企画展ページ

学びのWebセミナー開催

　慶應連合三田会ではデジミタを通して、
最先端の学問研究や成果、取り組みを学
ぶ機会として、慶應義塾と協力し「学びの
Webセミナー」を企画いたしました。
　いま話題の生涯学習としても塾員の皆さ
んの知的好奇心を満たす一助になることを
願い、菅沼安嬉子連合三田会会長、北川
雄光慶應義塾常任理事からも強いメッセ
ージを込めて、5月14日（土）第一回の開
催に至りました。記念すべき初回は、2021
年5月28日塾長に就任され、量子コンピュ
ーター分野の第一人者でもある伊藤公平
慶應義塾長にご登壇いただきました。
　本企画は2月頃から本格的な検討が始
まり、慶應連合三田会と慶應義塾で打ち合

わせを重ね、事前収録が行われました。ご
多忙を極める伊藤塾長ですが、45分の予
定を超えて熱の入った授業を届けて下さり、
ご視聴いただいた方の中からは、プロジェ
クターに映し出されて説明いただく方式を、
在学時の授業スタイルとして懐かしむ声を
多数いただきました。
　さて、菅沼会長、北川常任理事のご挨
拶の撮影を行ったのは、三田キャンパスの
北館ホールです。大人数が講義を聞ける
大きなホールですが、撮影のために貸し切
って収録しました。ご挨拶、本講演と合わ
せて75分の授業なりました。大学の授業が
90分ですから、少し早く終わる講義のように
懐かしくお感じになった方もいらっしゃるかもし

れません。
　各三田会へのご連絡やデジミタニュース
レター、連合三田会ホームページやSNS
でお呼び掛けしたところ、事前申し込みは
500名を超え、当日のオンライン配信では
330名を超える方々にご視聴いただきまし
た。75分の授業は、日本国内のみならず、
海外からもアクセスいただいており、文字通
り世界中の塾員に配信し、大きなトラブルも
なく無事に終えることができました。
　事後のアンケートでは、実に150件を超
えるご回答をいただきました。ご参加いただ
いた大部分の方からとても満足する内容だ
ったとの結果に、ご期待や反響の多さに驚
くとともに、ご評価いただくコメントに関係者
は心温まる思いで、活力をいただきまし
た。もちろん叱咤激励も頂戴し、より良い
Webセミナーを開催できるよう努力して
いきたいと思っております。
　5月末まで見逃し配信期間を設け、
述べ1,000名近くの塾員の方が視聴を
お申し込み下さり、85%の方から学びの
Webセミナーの企画内容に満足いただ
くことができたとの回答をいただきました。
この結果を慶應義塾とも共有した上で、
次回の開催に向けて企画と改善を進め
てまいります。
　デジミタでは、皆様の貴重なご意見
を元に企画を行い、一緒に新しい価値
を創出したい、という思いがあります。こう
したアンケートからのお声を大切に、サー
ビスをアップデートしてまいりますので、こ
れからも学びのWebセミナーへのご参加
よろしくお願い申し上げます。講義を行う伊藤公平慶應義塾長

菅沼連合三田会会長 北川慶應義塾常任理事 中里慶應義塾塾員センター課長と島田連合三田会会務委員
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　連合三田会は、慶應連合三田会大会の大会券を通じた寄付で運営
されています。
　慶應義塾創設者・福澤諭吉先生は、慶應義塾同窓生社中のあつま
りをとても大切にされ、各地の大小さまざまな同窓会に進んで出席さ
れました。広尾の別邸にも大勢の塾員（卒業生）を集めて大園遊会を開
くなど、社中の交流を奨励しておられたそうです。大正時代に入ると
それらの交流は「三田会」と呼ばれるようになり、1930 年（昭和５年）に
は、「連合三田会」の名称のもと塾員が集まるようになりました。
　全塾員の同窓会組織である一般財団法人 慶應連合三田会は、塾員
のサポートをはじめ、機関誌「三田ジャーナル」と「三田会名簿」の発行、
慶應義塾への事業協力、さらには各三田会活性化のバックアップ等さ
まざまな活動を行なっております。各三田会からの入会金や年会費は
なく、唯一毎年行われる大会を通じた寄付により運営されています。

史上初の「ハイブリッド大会」！
2022年慶應連合三田会大会は、10月16日㈰に開催

慶應連合三田会大会が、日吉キャンパスに帰ってきます！
2022年の慶應連合三田会大会は、式典やイベント、模擬店などの「リアル」と、
全世界から参加可能な「オンライン」により、ハイブリッド形式で開催されます。

会いたかったあの人、つながりたかったあの場所に、今年こそ。
皆さまのご参加をお待ちしております。

大会券は、 全国の三田会の連携と発展を支える重要なご協賛です。

再会に向けて　
キックオフ！
　5月18日㈬、2022年慶應連合三田会大会
の成功を祈念し、キックオフイベントを開
催しました。三田キャンパス西校舎ホール
と、オンライン参加によるハイブリッド形
式で開催、国内外から大勢の塾員の皆様に
ご参加頂きました。

　今年の大会は、「つながろう、いま。つな
げよう、未来。」のスローガンのもと、３年
ぶりの日吉での開催で、全世界からオンラ
インでも参加できる初めての「ハイブリッド
大会」です。
　昨年大会の成功の礎となったオンライン
サービス「デジミタ」を活かし、参加頂く皆
様が楽しめる、ホスピタリティあふれる大
会を目指しております。記念品引換で長時
間並ばず、福引賞品で重い荷物を持ち帰る
こともなく手ぶらで参加できること、また日
吉キャンパスに来られない場合も、オンライ
ンでイベントに参加できることも特徴です。

大会券のご案内

　今年の慶應連合三田会大会は3年ぶりの日吉での開催で、オンライ
ンでも参加できるハイブリッド大会です。コロナ禍にも負けることな
く、三田会の輪が拡がってまいりますようご支援のほどをよろしくお
願い申し上げます。
　大会券には、オンラインで記念品の事前引き換え、福引抽選会や各
種イベントに参加できるなど、大会をさらに楽しんで頂ける特典があ
ります。また「e大会券」「紙大会券」があり、Web（デジミタ）で申込でき
る「e大会券」がおすすめです（要ID登録）。
　大会券は、「e大会券」「紙大会券」ともに、1シート（チケット5枚つづり）
1万円（税込）です。お求め等、詳しくは、「2022年慶應連合三田会大会」
公式ホームページをご覧ください。

※「デジミタ」の詳しい使い方は、10～13ページをご覧ください。

　国内・海外（関西婦人、ボストン）の三田会、
河野太郎衆議院議員（特選塾員）や2022年慶
應連合三田会大会のメインイラストを手掛
けたfoxcoさん（イラストレーター・2015年
総合政策学部卒）から、温かい応援メッセー
ジも頂きました。

菅沼安嬉子 連合三田会会長
「今年は『ハイブリッド大会元年』、対面・オン
ラインの大会史上初の試みです。大変ですが誇
りをもって、来てくださる方々が楽しめる会に
しましょう」

濱野 有 大会実行委員長
「できるだけカジュアルでアットホームな大会に
すること、私達の『ホスピタリティ』の提供を通
じてたくさんの方々を楽しませる大会を目指し
ます」

山本憲央 大会実行本部長
「私達が卒業後、受継ぎ大切にしてきた三田会
の社会的価値を次世代につなげたい。充実した
プログラムを準備し、精一杯おもてなしをして
いきます」

関西婦人三田会
西村尚子 幹事長
「慶應はかけがえのない大切な場所、誇
り、心の拠り所です。三田会は地方でも
大変強い絆であり、大会翌月に関西の三
田会で合同イベントを予定しています」

ボストン三田会 
持田ガネシュワラン仁司 主幹事
「５月に２年半ぶりにリアル懇親会を開
催。和田ボストン三田会会長より『学問
のすゝめ』から150年、三田会活動の更な
る拡大への応援エールを頂きました」https://2022.rengomitakai.jp/

河野太郎 衆議院議員
（特選塾員）

foxcoさん
（イラストレーター　
2015年総合政策学部卒）
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2022年慶應連合三田会大会は、10月16日㈰に開催

慶應連合三田会大会が、日吉キャンパスに帰ってきます！
2022年の慶應連合三田会大会は、式典やイベント、模擬店などの「リアル」と、
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❶以下の方法のいずれかから「2022年慶應連合三田会大会」トップページへ
【方法1】検索エンジンで「2022　連合三田会」を検索。
【方法2】URLを直接入力。
【方法3】右の二次元バーコードから。

❷画面右上のオレンジ色の右矢印をクリック（タップ）

❸「サインアップ」をクリック（タップ）

❹基本情報「姓」「名」「メールアドレス」を入力し、「パスワード（6文字以上）」を設定します。

❺塾員情報「卒業年」「学部」を選択します。
塾員以外の方は「卒業年⇒該当なし」「学部⇒その他」をご選択ください。

❻利用規約およびプライバシーポリシーを確認の上、チェックしてください。

❼「入力内容の確認」をクリック（タップ）

❽入力内容を確認し、間違いがなければ「この内容で登録する」をクリック（タップ）
→登録されたメールアドレスにEメールが送信されます。

❾メールアプリなどでメールを確認し、「慶應連合三田会デジミタ」からのメールを開きます。
「▼URLをクリック」の下のURLをクリック（タップ）

10MeetUp「つながろう、いま。つなげよう、未来。」と書かれたデジミタトップが表示されれば登録
完了です。

11登録に使用したメールアドレス、パスワードは必ず控えておいてください。次回以降、サインイン
に必要です。

12うまくいかないときには？
メールが届かない場合、メールアドレスが間違えている、携帯キャリアのメールアドレス（@ezweb.
ne.jp、@docomo.ne.jp、@softbank.ne.jpなど）の場合、受信ドメインの制約がされている可能性
があります。別のメールアドレスで再度登録を試みるか、2022年慶應連合三田会大会ホームページ
のお問い合わせフォームにご記入し、送信してください。卒業50年以上の塾員の方向けにサポート
センターも開設しています。詳しくは、12ページをご覧ください。

2022年慶應連合三田会大会

STEP

1

https://2022.rengomitakai.jp/

STEP

2

2022 連合三田会 検索検索は

「デジミタ」完全攻略マニュアル
2022年の慶應連合三田会大会は日吉キャンパスでの【リアル】およびデジミタでの【オンライン】のハイブリッド開催！
この攻略マニュアル通りに手続きを進めるだけで、イベントへの参加、大会券の登録、記念品引き換え、
福引抽選会への参加など簡単に行えます。
※ご案内の中の画面例はスマートフォンのものです。PCの画面とは異なります。

「デジミタ」ユーザー登録（デジミタIDの取得）

●オンラインシステム「デジミタ」に貴方
を登録します。
●登録が完了すれば、大会券のお求め、
紙大会券の登録、記念品の交換、福引
抽選会への参加、福引当選品の交換手
続き、当日イベントの視聴などもインター
ネットでお楽しみいただけます。

このステップでは
何ができる？

●スマートフォン、またはPC
●受信可能なメールアドレス
●（塾員の方は）卒業年と学部のご確認

●検索エンジン／ URL ／二次元バー
コードからデジミタへ
●基本情報と（塾員の方は）塾員情報の
登録
●登録したメールアドレスにメールが届
くので、クリック（またはタップ）して登
録完了

はじめる前に
準備するもの＆こと やることサマリー

紙大会券の登録、e大会券のお求め

【紙大会券をお持ちの方】
紙大会券をデジミタに登録します。
【e大会券をお求めご希望の方】
大会券をクレジットカードでお求めいた
だけます。
※1シート（5チケット分）1万円
【共通】
紙大会券の登録、またはe大会券のお求
めにより、デジミタに貴方の大会券とそ
の番号が登録され、記念品交換、福引
抽選会へのエントリー、福引当選品の交
換手続き、大会券のお求めが必要なイ
ベントへの参加が可能になります。

このステップでは
何ができる？

【紙大会券をお持ちの方】
●10ページのSTEP1で登録したメー
ルアドレスとパスワード
●紙大会券。表面左上のスクラッチを、
登録直前に削ってください。
【e大会券をお求めの方】
●10ページのSTEP1で登録したメー
ルアドレスとパスワード
●お求めに使用するクレジットカード（ク
レジットカード番号、有効期限、セキュ
リティコードの入力が必要です）※セキュ
リティコードは、裏面署名欄に記載され
た数字の下3桁（Amexは4桁）です。

【紙大会券をお持ちの方】
大会券記載のSからはじまるシート番号
と、スクラッチを削って表示された認証
番号をデジミタに登録し、貴方と大会券
を紐づけます。　⇒登録後、記念品交
換、福引抽選会への参加等が可能にな
ります。
【e大会券をお求めの方】
クレジットカードで大会券をお求めいた
だくと、自動的にデジミタに登録されま
す。　⇒お求め後、記念品交換、福引
抽選会への参加等が可能になります。

はじめる前に
準備するもの＆こと やることサマリー

❹「デジミタ ユーザー
登録」画面。パスワー
ドは任意の6文字以上
で設定し、メモしてお
きましょう。

❾「メールアドレスの確認」画
面。「デジミタ」ではなく、メー
ルアプリなどでご自身に届い
たメールを確認してURLをク
リックしてください。

【紙大会券・e大会券共通】
❶「デジミタ」トップページにアクセス
※STEP1の❶、❷からID、パスワードを入力し「サインイン」をクリック（タップ）

❷「大会券」の下、「紙大会券をお持ちの方」「新しく大会券をお求めの方」の囲み部分はスイッチに
なっていますので、ご希望の大会券をクリック（タップ）してください。

【紙大会券の登録方法】
❸❷のスイッチで「紙大会券」を選択後、「大会券登録」をクリック（タップ）。

❹大会券左のSからはじまる「シート番号」をご確認ください。

❺大会券を複数お持ちでシート番号が連番（番号が続いている）の方は、「シート番号が連番になっ
ている紙大会券登録」を選び、シート開始（一番若い）番号と終了（一番大きい）番号を入力してくだ
さい。

❻大会券を一枚だけお持ちの方、複数お持ちでも連番になっていない方は、「シート番号が連番に
なっていない紙大会券登録」を選び、すべての大会券のシート番号を入力してください。
※一度の入力で5シートしか登録できません。6シート以上をお持ちの方は❺～❽の作業を繰り返して
ください。
シート番号を入力後、「次へ」をクリック（タップ）。

❼左上のスクラッチを削り、表示された3桁の番号（認証番号）を入力し、「次へ」。

❽「登録を受け付けました」という画面が出たら（まだ登録は終わっていません）、「紙大会券を登録
する」を選び、登録完了です。そのまま記念品の引き換え【STEP3】に進むこともできます。

【e大会券のお求め方】
❸❷のスイッチで「e大会券」を選択後、お求めのシート数を選択し、「決済確認画面へ」をクリック（タッ
プ）。大会券は1シート1万円です。

❹お求めの内容に間違いがないか確認のうえ、「決済画面へ」をクリック（タップ）

❺クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを入力し、「送信」をクリック（タップ）。2回以
上クリック（タップ）しないでください。十分にネットワークが安定したところでお試しください

❻決済が無事完了すると、ご紹介者アンケートの画面になります。
紹介者がいる場合、その情報を入力の上「紹介者を登録する」をクリック（タップ）します。紹介者が
いない場合には、「紹介者がいない」をクリック（タップ）してください。

❼以上でe大会券のお求めは完了です。
そのまま記念品の引き換え【STEP3】に進むこともできます。

❸「大会券種別のセ
レクト」は画面上部の
スイッチをクリック
（タップ）して切り替え
ます。

❺複数枚を登録する
場合、シート番号が連
番（続き番号）かそうで
ないかで登録手順が
異なります。

❸e大会券をお求めのときは
スイッチを切り替え、「e大会
券」が赤くなったら、枚数を
セレクトします。

やってみましょう

やってみましょう
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STEP

3 記念品引き換え

登録されている大会券の枚数に応じて、
記念品の引き換えお申し込みができます。

このステップでは
何ができる？

●10～11ページのSTEP1,STEP2を完了させてください。
●記念品送料（全国一律）はデジミタでの記念品引き換え時にオンライン決済にてお支
払いください。配送先のご住所をあらかじめご確認ください。
●送料決済に使用するクレジットカード（クレジットカード番号、有効期限、セキュリティ
コードの入力が必要です）※セキュリティコードは、裏面署名欄に記載された数字の下
3桁（Amexは4桁）です。

はじめる前に
準備するもの＆こと

お持ちの大会券の枚数に合わせ、ご希
望の記念品と個数を選択します。

やることサマリー

❶「デジミタ」トップから「記念品引き換え」をクリック（タップ）。
STEP2の大会券登録（またはお求め）から直接「記念品引き換え」をクリック（タップ）することも可能
です。

❷ご自身の大会券枚数をご確認ください。
記念品はシート単位で引き換えできるもの、チケット単位で引き換えできるものがあります。大会券1 
枚が1シート＝ 5チケットです。

❸一覧から引き換えたい記念品をクリック（タップ）します。

❹数量を選択し、「記念品を引き換える」をクリック（タップ）します。

❺選択している記念品が一覧表示されますので、さらに別の記念品を引き換える場合には「引き続
き記念品選択する」を選んでください。

❻すべての記念品の選択が終了したら、内容を確認し、間違いがなければ「引き換え手続きへ」を
クリック（タップ）。

❼記念品のお届け先を入力します。

❽必要事項の入力が終わったら、「内容を確認」をクリック（タップ）します。
【重要】おひとり分のデジミタIDで登録できる配送先住所はひとつだけです。複数回に分けて引き換
え手続きを行い、異なる配送先を選んだ場合には、最後に入力された配送先にすべてが届くので
ご注意ください。※なお引き換え手続き回数にかかわらず、送料決済は1回限りです。

❾配送先情報を再確認し、間違いがなければチェックボックスにチェックを入れます。

10「記念品送料決済へ」をクリック（タップ）します。

11送料に間違いがないか確認のうえ、「決済画面へ」をクリック（タップ）します。

12クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを入力し、「送信」をクリック（タップ）。2回以
上クリック（タップ）しないでください。十分にネットワークが安定したところでお試しください。

13決済が無事完了し、「記念品引き換えが完了しました！」という画面が表示されれば成功です。同
時に引き換え内容ご確認メールも送信されますので、そちらもご確認ください。

❺❻「記念品選択内容
確認」画面。まだ手続
きは終了していませ
ん。内容確認後、「引き
換え手続きへ」へ。

❽住所登録。記念品、福引当
選賞品共通の住所になり、複
数登録はできないのでお気を
付けください。

STEP

4 福引抽選会エントリー

●10月15日㈯ 9:00～10月16日㈰ 
13:00の時間帯に限り、福引抽選会へ
のエントリーができます。
●エントリーしない場合には、特別賞、
K賞、E賞への参加ができません。

このステップでは
何ができる？

10～11ページのSTEP1,STEP2を
完了させてください。

「デジミタ」から福引抽選会へエントリー
します。

はじめる前に
準備するもの＆こと やることサマリー

❶「デジミタ」トップページから「福引へのエントリー」をクリック（タップ）。

❷「福引への参加について」をお読みいただいたうえで、「福引へエントリーする」をクリック（タップ）。 

❸表示が「福引へエントリー済み」に変わるとエントリー完了です。

❸中央の表示がグレー
の「福引抽選会にエン
トリー済み」に変わるの
を確認してください。

STEP

5 福引当選確認＆福引当選賞品の交換

❶抽選会終了後、「デジミタ」トップから「福引の引き換え」をクリック（タップ）。
お持ちの大会券番号が当選しているか確認します。

❷当選賞品の一覧が出ますので、引き換えを行いたい賞品のチェックボックスにチェックを入れます。
O賞に複数当選した場合など受け取りをしたくない場合にはチェックを入れなければ発送されません。

❸引き換え希望賞品すべてにチェックが入っていることを確認のうえ、「引き換え完了手続きへ」をク
リック（タップ）。

❹配送先に間違いがなければチェックボックスにチェックをいれ、「福引送料決済へ」をクリック（タッ
プ）します。「住所入力画面へ戻る」から住所を変更することも可能ですが、その場合には記念品の
配送先住所も同時に更新されますので、ご注意ください。※福引賞品送料は、別途必要です。

❺送料に間違いがないか確認のうえ、「決済画面へ」をクリック（タップ）します。

❻クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコードを入力し、「送信」をクリック（タップ）。2回以
上クリック（タップ）しないでください。十分にネットワークが安定したところでお試しください。

❼決済が無事完了し、「福引の引き換えが完了しました！」という画面が表示されれば成功です。同
時に引き換え内容ご確認メールも送信されますので、そちらもご確認ください。

❽「福引引き換えページ」をクリック（タップ）すると引き換えた内容を確認できます。

K賞、E賞、I賞、O賞に当選された場
合には「デジミタ」で締切時刻（※7/20
現在未定、追って告知いたします）まで
に引き換え手続きが必要です。※特別
賞は、日吉記念館にて要手続き。締切
時刻を過ぎると当選の権利は無効になり
ますのでご注意ください。

このステップでは
何ができる？

●STEP4が完了していることが条件
です。
●送料決済に使用するクレジットカード
（クレジットカード番号、有効期限、セキュ
リティコードの入力が必要です）※セキュ
リティコードは、裏面署名欄に記載され
た数字の下3桁（Amexは4桁）です。

●「デジミタ」から当選賞品の確認、引き
換え申し込み
●配送先住所の確認、または入力

はじめる前に
準備するもの＆こと やることサマリー

❷O賞に複数当選した
場合など、不要な場
合には、チェックを入
れなければ発送され
ません。

❹住所を確認し引き換えを確
定させます。住所を変更する
と記念品送付先も変更になり
ます。

●わからない！ できない！ そんなときは、まずは同期やサークルなどのお仲間にお尋ねください。塾員間でのサポートもお願いいたします。 
●2022年慶應連合三田会大会トップページの画面右上のMenuをクリック、表示された「よくある質問（FAQ）」の右にある＋をクリック、出て
きた「お問い合わせ」をクリックし、緑色の「お問い合わせはこちらから」でフォームにご記入いただき送信ボタンをクリックしてください。
●卒業50年以上の塾員の方向けにサポートセンターも開設しています。

0570-200-709  （ナビダイヤル：ご利用の通信会社の通話料金が発生します）
●平日：10:00～17:00　（土曜・日曜・祝日および8月8日㈪～8月15日㈪を除く）
●大会前日：10月15日㈯ 10:00～17:00　●大会当日：10月16日㈰  8:30～17:15

困ったときは

やってみましょう

やってみましょう

やってみましょう

福引
抽選会

I賞、O賞： 11:00～（オンライン）
K賞、E賞： 14:00～14:30（オンライン）
特別賞： 14:30～(日吉記念館)

10月16日㈰

※10月15日㈯ 9:00～10月16日㈰ 13:00の時間帯にアクセス
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塾員NEWS 三田会だより

　2022年4月24日（日）、浦安ブライトンホテ
ル東京ベイ・フィーストにおいて「浦安三田
会総会」が開催されました。再興後、8回目
の総会で、会員数も101名に到達、目標を
130名としました。北川慶應義塾常任理事
および、大友塾員センター部長、近隣三田
会および浦安稲門会の方々をご来賓に招
き、計43名（来賓15名、会員27名、オンライ
ン1名）の方 に々ご参加頂きました。
　総会では昨年度の事業報告、会計報告
に加え、幹事長として前田雄嗣氏の就任、
また、伊藤俊氏の幹事就任を報告致しまし
た。運営体制はさらに強化されました。
　分科会の活動も参加延べ人数が52名
を超えました。さらに新年度の事業予定と予
算を承認頂きまし
た。昨年度は試
験的に実施しまし
た、「気功でリフレ
ッシュの会」が正
式な活動として加
わりました。

　懇親会では、会長の挨拶の後、北川常
任理事のご挨拶を頂戴しました。その後、加
賀見俊夫名誉顧問にご挨拶頂いたのち、
乾杯の発声を頂きました。
　歓談の後、塾昭和47年卒の若林鶴雲氏

の落語「慶應義塾名応援歌誕生物語」を
愉しみました。
　最後に、「若き血」を清聴し、前田雄嗣新
幹事長の中締めにて、名残惜しくも次回の
開催での再会を誓い、散会となりました。

浦安三田会 会長  原　世紀雄（昭43商）

　2022年6月11日（土）18時より、ココネリホ
ール（区民産業プラザ）で「練馬三田会第
19回定期総会・講演会」を開催。
　2019年以来3年ぶりに対面で開催された
定期総会は、会員51名が参加して開かれ
た。柴崎幹男副会長司会、秋山勉会長議
長選出後、議事が進められ、承認された。
総会に引き続き、来賓挨拶としての塾員セン
ター大友正敏部長からご挨拶と塾の近況
についてお話いただいた。塾の近況につい
て2022年度が始まって2か月、9割対面授
業となった三田は2年間見られなかった学
生に溢れ、ゴールデンウイーク明けも通学
する学生の数は減っ
ていない。就任1年を
迎えた伊藤公平塾長
は、塾内ワクチン接
種事業を展開し、コロ
ナ対策に取り組み、現
在、ウクライナからの
学生受け入れを検討
中とのこと。
　講演会は当会幹事

で上板橋病院長の細野治（昭57医）による
　「新型コロナウイルスとの2年間から今後
を紐解く」という演題で話した。2019年12月
下旬に始まる新型コロナウイルス感染症の
世界的流行は私たち日常生活に大きな影
響を与えてきた。また、科学技術の発展によ
るウイルスの同定、それに基づく診療方法の
確立、ワクチンや治療薬の開発が驚くべき
スピードで進んでいる。ウイルスは変異を繰
り返し、感染拡大の波が繰り返されてきた。こ
れまでの2年間から得られた情報から安心・
安全な日常生活を取り戻すための基本的な
知識と行動、さらに今後の予防・治療の見

通しについて話された。これからも免疫力つ
けるワクチン接種して、マスク、手指消毒、
換気、三蜜回避を心がけていくことが肝要
だそうです。講演後の懇親会はなく、お弁当
を持ち帰って戴き解散した。

練馬三田会 幹事  鈴木恵子（昭46文）

2022年春の叙勲・褒章受章者（敬称略）

勲章受章者

褒章受章者

●旭日大綬章
鈴木 茂晴（昭46経）
　元 大和証券（株）社長
　元 日本証券業協会会長
　慶應連合三田会顧問
田中 直紀（昭40政）
　元 防衛大臣
　越後交通（株）代表取締役社長
山本 公一（昭45経）
　元 環境・内閣府特命担当大臣
　元 盛運汽船（株）取締役社長

●旭日重光章
片山 善博（平29特）
　元 総務、内閣府特命担当各大臣
　元 鳥取県知事
　元 慶應義塾大学大学院法学研究科教授
　元 慶應義塾大学法学部教授

●旭日中綬章
川田 一光（昭50経）
　（一社）全国中央市場青果卸売協会会長
　東京青果（株）代表取締役社長
玉村 和己（昭47商）
　元 日本発条（株）社長
　日発三田会会長
堀切 功章（昭49経）
　キッコーマン（株）会長CEO
　慶應連合三田会常議員
　（一財）慶應連合三田会評議員
松坂 英明（昭49法）
　元 日本弁護士連合会副会長
　松坂法律事務所所長
山田 秀雄（昭49法）
　元 日本弁護士連合会副会長
　三田法曹会会長

●旭日小綬章
石井 清裕（昭50経）
　元 （社）日本自動車販売協会連合会
　岡山県支部支部長
　ネッツトヨタ岡山（株）代表取締役社長
市川 英治（昭40法）
　元 （一社）日本フローリング工業会会長
　江戸川木材工業（株）取締役会長

上野 輝幸（昭49文）
　元 大分朝日放送（株）社長
保芦將人（昭38政）
　（株）紀文食品会長・CEO
　慶應連合三田会顧問
渡部 幸男（昭49商）
　元 秋田県男鹿市長

●旭日双光章
遠峰 駿一郎（昭39経）
　元 茨城県合唱連盟理事長
　元 常陽史料館館長
北林 真知子（昭50文）
　元 秋田県教育委員会委員長
坂口 邦嗣（昭48経）
　元 和歌山県旅館ホテル生活衛生同業組合
　理事長
髙木 一光（昭50商）
　（一社）愛知県土木研究会副会長
　中日建設（株）会長
筒井 幹治（昭51商）
　元 （一社）日本舶用工業会副会長
　（株）シンコー代表取締役社長
福山 恵太郎（昭46商）
　（一社）北海道法人会連合会副会長
　ベル食品（株）代表取締役会長
山下 正雄（昭50政）
　元 佐賀県唐津市議会議員
　（有）木屋代表

●旭日単光章
植田 公一（昭49商）
　植田商事（株）社長
金子 善八郎（昭35文）
　元 糸魚川市文化財保護審議会会長
山口 達三（昭39文）　
　アルデックス（株）代表取締役

●瑞宝大綬章
小田野 展丈（昭45経）
　元 侍従長
　元 特命全権大使（ミャンマー国駐箚、
　欧州連合日本政府代表部）

●瑞宝重光章
齋藤 隆（昭48法・昭50法修）
　元 東京高等裁判所判事（部総括）
　元 慶應義塾大学大学院法務研究科
　（法科大学院）客員教授

●瑞宝中綬章
　今井 讓（昭41経）
　関西学院大学名誉教授
臼井 功（昭40経）
　横浜国立大学名誉教授
　元 日本経営数学会会長　
久留島 隆（昭42法・昭44法修・昭47法博）
　横浜国立大学名誉教授
小松本 悟（昭50医・昭54医博）
　元 足利赤十字病院長
　元 栃木県病院協会会長
塩﨑 修（昭48経）
　元 特命全権大使（ホンジュラス国駐箚）
西山 正德（昭52医）
　元 厚生労働省健康局長
　（一社）メディカル・プラットフォーム・エイジア
　代表理事
藤井 信生（昭41工）
　東京工業大学名誉教授
　（一社）応用科学学会会長
山口 一夫（昭49法）
　元 参議院常任委員会専門員

●瑞宝小綬章
牧岡 金太郎（昭52経）
　元 財務省国際局調査課外国為替室長
藤村 祥一（昭43医）
　元 （独）国立病院機構相模原病院長
北條 勝彦（昭45工博）
　大阪工業大学名誉教授

●瑞宝双光章
飯尾 雄三郎（昭51商）　
　元 滋賀県彦根城町郵便局長
伊井 祥（昭51医）
　学校医
　伊井外科医院院長
白岩 一彦（昭51文・昭56文修）
　元 国立国会図書館司書
土谷 守（昭49工）
　（株）土谷九兵衛商店代表
　石川県金沢市消防団連合会長

●黄綬褒章
本間 丈士（昭55工・昭57工修）
　共和コンクリート工業（株）社長
長谷川 壽一（昭50法）
　英弘精機（株）社長
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　2022年6月4日（土）佐倉市臼井にある人
気のイタリアンレストランテ「カステッロ」にて
第22回佐倉三田会総会を開催しました。今
回は趣向を変えて美味なる食事を味わって
いただくことを主眼としました。絶妙のタイミン
グで放映された1週前のアド街ック天国が
佐倉市特集で、カステッロも仏伊の田舎に
あるレストランをモデルにして、自家農園野
菜を使用する事等が紹介されました。当日も
その話題で花が咲きました。
　新型コロナ感染症で20・21回は中止とし
てメール・郵送で議案決議しましたので、漸
く3年振りの開催が出来ました。レストランとは
打ち合わせを行い、新型コロナ感染症への
万全の対策を立てて臨みました。
　当日は来賓の慶應義塾塾員センターの
大友部長、千葉県合同三田会や近隣の6
つの三田会、佐倉稲門会の代表の皆様方
18名にご列席いただ
き、会員43名を合わせ
て総勢61名が一同に
集いました。
　奥善光会長の開会
の挨拶の後、全員で
塾歌を斉唱（黙唱）し、
5つの議案の審査に入

りました。新幹事と新入会員の紹介と挨拶を
以って総会は無事閉会しました。
　第2部の講演会は講師として塾員の高
橋正光様（昭61政、時事通信社解説委員
長）をお招きして、演題「岸田政権の現状
と参院選を控えて」をお聞かせいただきまし
た。高橋正光様は会員の高橋郁夫商学部
教授の弟さんで、その縁で講演会の講師を
お願い出来た次第です。
　第3部は懇親会です。ご来賓を代表して
塾員センター大友部長からご挨拶と塾の近
況報告を賜りました後、ご来賓の皆様の紹

介を経て、会員を代表して髙島明弘様（昭
38法）の乾杯の音頭で会食と歓談が始まり
ました。美味しいイタリア料理のお食事とワイ
ン等のお酒が振舞わられて、和やかな雰囲
気の中であっという間に時間が過ぎて行きま
した。佐倉三田会に新しい愛好会「蕎麦打
ちの会」が7月に発足しますので、初代会長
の岡村亮様（昭40商）にご挨拶と活動内容
紹介をお願いしました。
　最後は、参加者全員で「若き血」を斉唱
（黙唱）し、最後は保谷特別幹事の閉会の
辞を持ちまして無事お開きとなりました。

佐倉三田会 代表幹事  寺尾　清（昭49商）

　2022年5月26日（木）午後6時30分より、
大阪市内ホテル阪神大阪に於いて礒﨑敦
仁法学部教授を講師にお迎えして2年ぶり
に定時総会を開催することができました。
　総会に先立ち開かれた評議員会では、
渡辺会長、錢高相談役、松本副会長をは
じめ評議員、幹事長、副幹事長、会計幹事
が出席して評議員会が開催され、審議事
項について異議なく可決されました。
　次いで、礒﨑敦仁教授より「北朝鮮情
勢を読み解く」と題しご講演いただき、フィー

ルドワークが難しい中でも、法律や教育、国
交、他の国家との違い等をお聞かせいただ
き、今の日本人の北朝鮮に対する向き合い
方を考える良い機会となりました。
　懇親会に移り、坂上隆彦副会長のご発
声で乾杯、今回はコース料理を堪能し、塾
員間の名刺・情報交換と活発な歓談の後、
関西に於ける14の倶楽部・三田会が合同
で毎年秋に開催し
ている関西合同三
田会大会は、2年中

止となっておりましたが、本年、宝塚慶應倶
楽部が初の主幹を担当し、当日は、森上実
行委員長、竹腰幹事長はじめ、宝塚慶應
倶楽部の方々から、11月5日（土）宝塚ホテ
ルにて式典、宝塚大劇場にて貸切公演を
開催される旨のご紹介があり、「若き血」を
静聴し、閉会いたしました。当日のご参加者
は58名でした。

大阪慶應倶楽部 幹事長  波田博志（昭51商）

　2022年5月28日（土）吉祥寺東急REIホ
テルにて3年振りとなる武蔵野三田会総会
を開催しました。
　中里史朗慶應義塾塾員センター課長、
赤塚誠哉国立三田会幹事長、笠嶋久典
三鷹三田会幹事長、山口光朗武蔵野稲
門会会長代行を来賓としてお招きし、総勢
57名が参加しました。
　司会の三澤正彦事務局長の開会宣言、
長島昭久会員の指揮のもとでの塾歌斉唱
に始まり、平尾和寿会長からこのほど新規会
員勧誘活動により25名の新会員を迎えられ
たこと、さらに社会経済活動回復に沿いなが
ら活動をよりアクティブにしていきたいとの表
明と挨拶に続き、来賓を代表して中里課長

からは、2022年4月からほぼ全ての授業は
対面方式となり、日吉はもとより、三田も学生
が戻ってきて活況を呈し、伊藤塾長の「キャ
ンパスライフを取り戻す」という方針が浸透
してきたこと、野球でも球場での応援が可能
になったこと等、徐 に々コロナ前の状態に戻り
つつあること等の近況を報告して頂きました。
　決議事項に関し、平尾会長から事前にご
承認頂いた旨の報告に続き、長年武蔵野
三田会を牽引してこられた萩原正・一色昭
吾相談役のご退任を報告し、参加されてい
た萩原さんに拍手で感謝の意を表しました。
　第2部の講演会では、慶應義塾大学大
学院法務研究科の佐藤英明教授より、「相
続税制の現状と課題」というテーマで講演し

て頂きました。難しいテーマではありましたが、
解り易く解説して頂き、皆さんメモをとりなが
ら真剣に拝聴しました。
　第3部の懇親会では菊池太郎幹事の司
会のもと、下島泉副会長の音頭による乾杯
で開始となりました。新入会員の挨拶と自己
紹介の後は、テーブル毎に配膳されるコー
ス料理をゆっくりと楽しみながら、会員相互の
親交を深めた歓談が続きました。
　最後に、児玉忠弘元応援指導部団長の
指揮と赤崎江里幹事、小島潤子会員によ
るチアリードで「若き血」を久しぶりに肩を組
んで斉唱しました。
　締めは平尾会長による閉会の挨拶と関
東一本締めで、無事お開きとなりました。

武蔵野三田会  幹事  津嶋　聡（昭54経）

　2022年6月11日（土）14時30分から16時
40分まで国分寺三田会創立20周年の記
念行事の一つとして、塾員で読売新聞特別
編集委員の橋本五郎氏をお招きして講演
会を開催しました（於、国分寺市立いずみ
ホール）。
　コロナ禍での開催に鑑みて、感染症予防
対策を入念に施し、自主的に会場収容人
員の50％程度を上限に国分寺三田会会
員を中心として、近隣三田会・稲門会の関
係者、三田会に興味をお持ちの塾員・知人
などをご招待し、予定人員MAXの185名の

皆さんにお越しいただきました。
　演題は、「岸田政権の今後の行方」でした
が、現下のウクライナ問題やコロナ、政治家
と決断力、政権が待ったなしで取り組むべき
格差是正など、喫緊の重要テーマについて
熱く、時には切 と々持論が展開されました。橋
本氏の深い見識と、弱い立場にある人々へ
の温かい眼差し
に、満員の聴衆
から共感と感謝
の万雷の拍手
が送られました。

　質疑応答セッションでは野党の現状の評
価や、今後のメディアの行方など時宜に適
った質問で活況を呈し、一連の創立20周
年行事に相応しい講演会となりました。
　安心・安全を最優先させて人数制限を
設けて開催に漕ぎつけた記念講演会でした
が、講師のエネルギー、お人柄を直接肌で
感じられる一体感は、やはり対面形式ならで
はのものでした。
　大変なご多忙の中、趣旨にご賛同いただ
き素晴らしい講演をいただいた橋本五郎氏
にこの場をお借りして心から篤く感謝申し上
げます。

国分寺三田会 幹事長  井上　徹（昭49政）
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『シカゴ三田会、精鋭の集う処』
2022年3月29日

　発足55年の歴史を持つシカゴ三田会
で、在シカゴ日本総領事の田島君（平1経）
歓迎を兼ね、久し振りに「わいがや会」を開
催しました。「わいがや会」は特に段取りも挨
拶もなく、遅れて来たり早く帰ったり、いつまで
も帰らなかったり、「わいわいがやがや」と過ご
す飲み会です。
　単なる飲み会と侮る事なかれ、実はこの
「わいがや会」が、屈指の仲の良さ、結束力
を誇るシカゴ三田会の秘儀であり、三田会

初で海外三田会の日本支部「日本・シカゴ
三田会」を発足させた原動力でもあります。
　昭35年卒から平30年卒まで、1歳から80
歳までと、総勢20名が「社中協力」の元に集
合。「初めまして」の方も「あれ、まだ居たの？」

の方も、皆笑顔でわいがいがやがや。永坂
会長（平7理工）Jr.は、田島総領事に「なん
でロシアはウクライナを攻めるの？」と直球質
問、将来が楽しみです。シカゴ三田会は変
わらず元気でした。

シカゴ三田会  前副会長  安田　聡（平15経管修）

　2022年6月12日（日）、囲碁三田会は市ヶ
谷日本棋院会館にて三年ぶりとなる囲碁三
田会総会＆親睦碁会を開催致しました。
　依然としてコロナ禍の影響は残り、感染症
対策として会場でのマスク着用をお願いし
た会ではありましたが、会員とその家族、併せ
て約70名の方が参加する盛会となりました。
　総会は大山弘会長から開会の挨拶に引
き続き、コロナ禍に於いても慶應義塾大学囲
碁部、同OBOG会と共催し、ネット対局など
を併用して実施された昨年12月の慶應囲
碁フェスタの模様や、また中断されていた三
田萬来舎における月例の碁会（どんぐり会、
椎の実会）の今春からの再開などの報告が
ありました。
　また今回の総会においては、蔵本隆監事
による会計監査報告と合わせ、新たに平田
晶敏さん（椎の実会幹事）の囲碁三田会

幹事への選任も発表され、満場異議なしで
承認されました。
　その後行われた親睦碁会では、最年長
の桑原弘信さん（昭31医）や慶應義塾幼
稚舎の囲碁チーム、そして山下功名誉会長
が主催する山下囲碁塾の子供たちも多数
参加し、和気藹々の中にも真剣な熱戦が各
所で繰り広げられました。
　まさに囲碁のひとつの大きな魅力でもある、
老若男女を問うことのない対等な勝負を体
現できた親睦碁会になったかと思います。
　碁会終了後は、成績優秀者に藤沢女流

四冠のサイン入り著書をはじめとするたくさん
の賞品が授与されました。
　残念ながら今年も会場での懇親会こそ実
施できませんでしたが、それでもウイズコロナ
の基本方針のもと、参加者全員が久しぶり
に対面対局の喜びを実感できた会になった
かと思います。
　最後に大山会長より、参加された皆さん
に今年も慶應囲碁フェスタの開催を予定し
ている旨をお伝えし、「是非またそこでお会い
しましょう」との言葉をもって閉会の挨拶とさせ
ていただいたことを申し添えます。

囲碁三田会 幹事・事務局長  小泉　玲（昭55商）

掲示板

野球伝来150年の年に慶應野球を知る

　今年は、日本に野球が伝来して150年とい
うメモリアル・イヤー。今でこそ日本ではプロ野
球、そして大リーグの人気が高いですが、その
昔の「早慶戦」の人気が凄まじかったことは、
本誌の読者はご存知のことでしょう。
　しかし、では慶應野球のルーツとは？また、
慶應野球に脈 と々流れる他校とは違うスピリッ
ツとは？と問われるとすぐに答えられる方は少な
いのでは。そんな「慶應の野球とは何か」を探
る企画展示、「慶應野球と近代日本――“ヘ
ラクレス”から“Enjoy Baseball”へ」が6月
より三田キャンパス福澤諭吉記念慶應義塾
史展示館にて始まっています。
　その副題からして、謎めいていますが、“ヘ
ラクレス”とは明治期、田安徳川家（現女子
高の地）にて結成された、本邦二番目の野
球チームのこと。ここを原点として慶應野球は
どんな発展を遂げるのか。ウィルソンから一高
へという日本野球の“正史”とは違ったあり方
があったのではないか？と、まるでピースを拾

　慶應カードは、塾生たちの勉学の機会を
支援するために、1996年よりスタートした慶
應義塾と株式会社慶應学術事業会及び各
カードブランドが提携して発行しているクレジ
ットカードです。

 皆様の慶應カードへのご入会、ご利用に伴
うカード会社からの還元金の一部が奨学金
として毎年多くの塾生へ還元されています。

（慶應カードからの寄付金）
累計金額：約1億5,200万円

　カードの券面には塾員の皆様には懐かしい
三田のキャンパスの風景や義塾のエンブレム

い集めながらの歴史探索の旅がここから始ま
っていきます。
　慶應義塾内の野球発祥の地としてあげら
れるのが現在三田演説館のある稲荷山。こ
の狭い野球場？は、小泉信三が「正規の野
球場の面積を欠き、一塁―三塁の距離が短
くて、ダイヤモンドが正方形の代りに菱形を
なしていた」（「慶應義塾野球部史に寄せて」
『練習は不可能を可能にする』慶應義塾大
学出版会 所収）と述べるようなものだったそう
です。
　三宅大輔、腰本寿から前田祐吉へと受
け継がれる慶應野球の伝統については、「三
田評論」6月号、7月号の記事でも触れられ
ていますが、濃密な展示を紙面に押し込め、
さらに関連するエッセイや、堀井哲也現義塾
大学野球部監督、上田誠元高校野球部監
督、髙橋由伸氏らのインタビューも加えた豪
華版の「企画展図録」（制作：慶應義塾大
学出版会）は野球通も納得の読み応えです。

　慶應野球に流れる、アメリカ野球の伝統
を直に受け継ぐ“Enjoy Baseball”とはどうい
うものなのか。展示をご覧になられた方もきっと
理解が深まるかと思います。

慶應義塾大学出版会

慶應カードのご案内 慶應学術事業会

会務委員会報告

4月の委員会（13日開催）
１．2022年慶應連合三田会大会準備状況について
安西実行副本部長と安実行本部員が出席。
資料に基づき、大会券最終デザイン案、記念品、福引等
準備状況について報告があった。
2022年慶應連合三田会大会キックオフ会の開催
日時　5月18日（水）19：00～20：00
場所　三田キャンパス西校舎ホール

2．慶應連合三田会消費税納税義務の免除について
資料に基づき令和4年度及び5年度の消費税取り扱い
について、説明があった。

3．三田ジャーナルについて
岡本会務委員から紙媒体最後の発行となる「三田ジャ
ーナル」５月号の台割案について、資料に基づき説明が
あり了承された。

4．デジミタについて
デジタルWGで検討された内容について、島田会務
委員から報告があった。

5．三田会名称変更届について
資料に基づき下記三田会の名称変更について説明
があり、承認された。
宇部興産三田会→UBE（ユービーイー）三田会（勤
務先・職種三田会）
東京三田倶楽部→（一財）東京三田倶楽部（地域）

5月の委員会（11日開催）

1．2022年慶應連合三田会大会準備状況について
山本実行本部長と安実行本部員が出席。
資料に基づき、大会準備状況について報告があった。

2．三田ジャーナルについて
５月号の台割について濱田会務委員から報告があった。

3．2021年度事業報告および決算報告について
2021年度事業報告および決算報告は、本日14時から開
催された理事会において承認されたと報告があり、資料
に基づき説明があった。

4．新規登録三田会について
新規登録申請のあった文化・芸術三田会（諸会）なら
びにIDホールディングス三田会（勤務先・職種）につ
いて説明があり、承認された。

5．顧問・常議員会について
6月8日（水）18：00～19：00、三田キャンパス西校舎ホ
ールで開催。オンライン配信については、セキュリティの
関係から配信は行わないことが確認された。

6．デジミタについて
島田会務委員から、デジタルWGでの検討内容につ
いて、報告があった。

（展覧会図録は、下記慶應義塾公式グッズ
オンラインショップで購入希望受付中。
7月中旬発売予定。
https://keiogoods.jp//SHOP/3164.html）

がデザインされており、塾員・教職員の皆様
共通のカードとして、今年創立164年を迎える
慶應義塾の誇るべき伝統の一つ「社中協力」
の絆を広げるきっかけの一枚となればと願って
おります。
　是非この機会に慶應カードにご入会頂き、
この小さな一枚から広がる社中みんなの未来
をみんなと一緒に感じて頂ければ幸いです。
皆様のご入会をお待ちいたしております。

お問合せ先
株式会社慶應学術事業会慶應カード事務局
〒108-0073 東京都港区三田3-2-3 万代三田ビル4階
Tel:03-3453-3854 /Fax:03-3457-9633
E-mail:info@keiocard.com

詳細はこちら：
https://www.keiocard.com/

※オンライン入会もできます。
https://www.keiocard.com/online/

～この一枚がみんなの未来に繋がっている～

マークをクリックまたはタップされますと、 直接ウェブページをご覧いただけます（インターネット接続環境においてのみ有効）。CLICK

CLICK

CLICK

CLICK

https://www.keiocard.com/online/
https://www.keiocard.com/
https://keiogoods.jp//SHOP/3164.html
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