慶應義塾では在学生を「塾生」
、卒業生

﹇卒業生のページ﹈

を「塾員」と呼んでいます。1880（明治
13）年、福澤諭吉は社中の親睦融和に配慮
し、創立以来の卒業生が相互に交流するこ
とを願って同窓会と名付けた会合を催しま
した。福澤没後の 1902（明治 35）年に「三
田会」が交詢社で発会。これが三田会の始
まりです。以降、国内外で三田会が次々に
設立されました。塾員相互の交流は、義塾

社中の丘

慶應義塾と同窓会（三田会）

の大きな特色となっています。

1928（昭和 3）年の慶應義塾同窓会

現在の三田会数
卒業年度別三田会

75 団体

勤務先・
職種別三田会

地域別三田会

309 団体

261 団体

諸会

217 団体

慶應連合三田会
計

862 団体

※慶應連合三田会は、年次・地域等の各種の三田会を包括する横断的組織で、三田会の登録等の管理を行っている。

社中とは、慶應義塾を構成している全ての人を包
含する総称です。このページでは特に卒業生の方
に向けた情報をお伝えします。

三田会活動
地域別三田会の中に、地域を包括する三田会と
して、各地域の「合同（連合）三田会」がありま
す。ここでは、2016 年 8 月に長野県佐久市で開
催された「オール信州三田会」を紹介します。長
野県内に登録されている９つの三田会が輪番で幹
事役を務めます。今回は、
「小諸・佐久三田会」
が幹事となり、約 120 名が集いました。塾長講演
の後、鏡開きで懇親会が開会。地元の食材に舌鼓
を打ちながら、歓談に花が咲きました。
日本全国、海外にもさまざまな三田会がありま
すので、皆さま、ぜひ一度は三田会にご参加くだ
さい。
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慶應連合三田会大会
慶應連合三田会が毎年秋に日吉キャンパスで開催する、慶應義塾すべ
ての卒業生を対象とした大規模な同窓会です。卒業 10 年・20 年・30 年・
40 年の有志が幹事となり、２万人を超える卒業生やその家族他が参加す
る大イベントです。当日は、他では見られないような模擬店が多数出店
され、豪華賞品が当たる福引抽選会、コンサート、シンポジウムなど、
穏やかな秋の日を老若男女が 1 日楽しめる企画です。また、大会券と引
き換える記念品も大変人気があります。

塾員招待会
1953（昭和 28）年、働き盛りの卒業 25 年、古希を超えた卒業 50 年
を祝福する意味もこめ、卒業 25 年目、50 年目の塾員を卒業式に招待し
たことから始まった義塾の伝統行事です。卒業生が増えた現在では、卒
業式に「卒業 25 年塾員招待会」、入学式に「卒業 50 年塾員招待会」を
日吉キャンパスで、また卒業 51 年以上の塾員を対象に、「卒業 51 年以
上塾員招待会」をパシフィコ横浜で開催しています。
2017 年は

卒業 25 年は 1992 年三田会
卒業 50 年は 1967 年三田会

住所変更等の届け出
義塾では、
「氏名」
「自宅住所」
「自宅電話番号」
「勤務先」等を卒業後も塾員情報としてお預かりし、義塾か
らのお知らせ、三田会・クラス会の連絡などに活用されます。転居、改姓等による氏名や住所等の変更、勤務
先の変更があった場合は、
以下のいずれかの方法で塾員センターにお届けくださいますようお願いいたします。
1. メールフォーム
URL

http://www2.jukuin.keio.ac.jp/address/index.html

2. 慶應オンライン
URL

（上記参照・初期登録が必要です）

https://www.jukuin.keio.ac.jp/kol/html/login/Login.html

3. FAX 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
※なお、３・４の方法による場合は、氏名・卒業年、学部、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、
勤務先を記載のうえ、お届けください。
慶應オンライン
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ラウンジのご紹介

し ゃ ちゅう こ う か ん ば ん ら い し ゃ

社 中 交歡 萬來舍

三田キャンパス南校舎 3 階にある「社中交歡

萬來舍」

は、塾員の方ならびに教職員が世代・分野を超えて集う
交流の場です。落ち着いた雰囲気のラウンジで、飲み物
や軽食を提供してお
り、ケーキセット（税
込 760 円 ） な ど が 人
気です。お一人でも、
歓談や待ち合わせな
どにも幅広くご利用
いただけます。

個室（有料・要予約）

営業時間

お問合せ先

月曜日～土曜日の 11 時～ 21 時

電話

※三田キャンパス一斉休暇中はご利用いただけません。

URL

詳細については右記連絡先にお問合せください。

03-3453-5661
http://www2.jukuin.keio.ac.jp/lounge/

慶應義塾公式グッズのご紹介
慶應義塾では、多数の公式グッズをご用意しています。売り上げの一部は奨学金として塾生に還元されていま
す。お求めやすい価格帯のものから本格派まで、品揃えは多彩です。ここでは、おすすめの 2 点をご紹介します。
フェイスタオル BRB3 本セット（税込 4,000 円）

ペローニコインケース（税込 9,000 円）
イタリア製のコインケー

ペンマーク刺繍と大学
名の型押し入りのタオル

スです。濃紺の本体表面に、

を、3 本セットで三色旗

ペンマークと大学名の型押

の 形 に 箱 詰 め し ま し た。

しをあしらっています。職

シンプルで使いやすいデ

人が糸を一切使わずに上質

ザインなので、お祝いや

な牛革のみで手作りしてお

お土産、催事などの記念

り、頑丈で手になじむ丸み

品にも最適です。

のある形が特徴です。

取り扱い・お問合せ先
オンラインストア

URL

http://keiogoods.jp/

慶應義塾コミュニケーション・プラザ

TEL 045-564-2544

〒 223-8526  神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1 協生館 2 階
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教育・研究・医療環境整備事業募金ご協力のお願い
―世界に開かれた学府を目指し、学問の力で未来を築く人材を育てます―

慶應義塾は教育、研究、医療等社会貢献の質の向上を一層進めてまいります。
矢上、SFC、信濃町の各キャンパスで推進する各事業の資金として総額 140 億円のご支援を募っています。
事業の趣意をご理解いただき、皆さまのご協力をお願い申し上げます（矢上、SFC につきましては募金期間
を終了しました。多大なるご協力をありがとうございました）
。

新病院棟建設事業募金
慶應義塾大学医学部は、2017 年に創立 100 年を
迎えます。
その中核となる新病院棟建設事業においては、
2015 年 9 月に稼働を開始した 1 号館Ⅰ期棟に続
き、2016 年 4 月から 1 号館Ⅱ期棟の工事にも着手
しました。
「基礎臨床一体型医学・医療の実現」の
理念の下、世界に冠たる総合医学府の構築に邁進
します。
慶應

新病院

検索

絆のチカラ。
慶應カード
慶應カードのご入会・ご利用による収益金の一部は塾生への奨学金に活用されます。
また、他のクレジットカードにはない独自のサービスもご用意しています。
・野球、ラグビーの早慶戦やコンサートご招待券のプレゼント
・ホテル、レストラン、美術館等の「慶應カード協力店」での各種ご優待
・慶應義塾図書館「塾員入館券」の無料発行（一部カードを除く）
・三田キャンパス「社中交歡 萬來舍」の入館証として

など

ぜひこの機会に、社中を繋ぐ「絆の一枚」としてご利用ください。
★塾 員・塾生に加え、大学・大学院に在籍している塾生のご父母・ご祖父母の皆
さまも 2015 年 4 月より慶應カードのお申込みが可能になりました。
慶應カード

上記に関するご連絡・お問合せ先
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慶應義塾基金室
慶應カード事務局

検索

TEL：03-5427-1898 E-mail：kikin-box@adst.keio.ac.jp
TEL：03-3453-3854 E-mail：info@keiocard.com

