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8 第４校舎

Ｂ棟 Ｊ１１教室

▶13:00-14:00

MAP

8 第４校舎

理工学部同窓会総会・特別講演会
講演テーマ

ＫＰ会交流ルーム

「理工学部創立７５年を迎えて」

今年、理工学部は創立７５年を迎えました。理工学部では、
これを機会に記念事業を計画し、同窓会

▶11:30-14:30

Ｂ棟 ２２教室

薬学部ＫＰ会主催の講演会を以下の通り行います。是非お立ち寄り下さい。

と連携し事業達成へ向けた活動を行ってまいりました。国際人材育成のための奨学基金の設立、グ
ローバルリーダーとしての研究者の育成のための慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュートの
開設、そして新たな産学官連携研究拠点として慶應義塾イノベーションファウンダリを開設し、
これら
事業計画推進のための募金活動を行ってまいりました。いずれの事業につきましても、塾内外ご関係
の皆様の多大なるご支援により、その目的をほぼ達成しつつあります。この度は、
７５年記念事業のご
報告と御礼を申し上げ、
２５年先の創立１００年へ向けて期待するところをお話したいと思います。
講演者

青山 藤詞 郎

①セミナー

11:30-12:30

②ミニシンポジウム
13:30-14:30

「優れた効果のある医薬品を速やかに
患者さんに届けるために」
講師

佐藤淳子

「薬学部の日常」

薬学部平成２年卒

講師：薬学部教員及び学生

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

理工学部長・理工学研究科委員長

（あおやま とうじろう）
講演者略歴
1974年慶應義塾大学工学部機械工学科卒業、1979年同大学大学院工学研究科機械工学専
攻博士課程修了（工学博士）。同年慶應義塾大学理工学部助手、1988年同大学理工学部助教授
を経て1995年より同大学教授、2009年7月より理工学部長・理工学研究科委員長をつとめ現

Ｂ棟 Ｊ１４教室

應義会

在に至る。機能性材料の開発と機械要素への応用、難削材加工プロセスの高度化など生産工学
に関する研究に従事。日本学術会議連携会員、国際生産工学アカデミー（CIRP）
フェロー、日本機
械学会フェロー、精密工学会フェロー、米国精密工学会（ASPE）、NAMRI/SMEなどの会員。

Ｂ棟 J２１教室

ラーメン二郎創業者

▶14:00-15:00（開場13:30）

山田拓美トークショー

慶應と共に歩んで４２年。
ラーメン二郎創業者 山田拓美氏がついに慶應の教壇に立つ！？
「二郎と慶應」～ラーメン二郎 その歴史を語る～
慶應義塾卒業生の
“ふるさとの味”
ラーメン二郎。
その味の誕生秘話や、
１９７２年に三田の地へ移転してか
ら慶應生と共に歩んできた歴史を創業者「名物オヤジ」山

第一部

講談

昭和十八年

▶11:00-14:00

出陣学徒壮行早慶対抗野球試合の物語

戦地に赴く前にもう一度早慶戦を行いたい、
という
慶早野球部部員の思いを若林鶴雲師匠が熱く語ります。

第二部

懐かしの応援歌・愛唱歌の演奏、合唱

終戦後の復興期、成長期に神宮球場で歌われた懐かしの応援歌、
愛唱歌を拍手をして、肩を組んで歌いましょう。

若き血、三色旗の下に、
幻の門、王者ぞ我等

等々

田拓美氏自身が語る
“特別授業”
。
今や系列店三十数店を数えラーメン業界屈指の人気店
となったラーメン二郎と慶應の絆を感じてください。質問
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若林鶴雲

コーナーもありますので、普段感じている疑問を直接
“オヤ

講談師

ジさん”
にぶつけてみませんか？

１９７２年商学部卒、体育会

本名

誠二

弓術部出身
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8 第４校舎

▶11:30-14:30

Ｂ棟 ２２教室

ＫＰ会交流ルーム
薬学部ＫＰ会主催の講演会を以下の通り行います。是非お立ち寄り下さい。

①セミナー

11:30-12:30

②ミニシンポジウム
13:30-14:30

「優れた効果のある医薬品を速やかに
患者さんに届けるために」
講師

佐藤淳子

「薬学部の日常」

薬学部平成２年卒

講師：薬学部教員及び学生

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

Ｂ棟 Ｊ１４教室

應義会
第一部

講談

昭和十八年

▶11:00-13:00

出陣学徒壮行早慶対抗野球試合の物語

戦地に赴く前にもう一度早慶戦を行いたい、
という
慶早野球部部員の思いを若林鶴雲師匠が熱く語ります。

第二部

懐かしの応援歌・愛唱歌の演奏、合唱

終戦後の復興期、成長期に神宮球場で歌われた懐かしの応援歌、
愛唱歌を拍手をして、肩を組んで歌いましょう。

若き血、三 色 旗の下に、
幻の門、王者ぞ我等

講談師

等々

若林鶴雲

１９７２年商学部卒、体育会

本名

誠二

弓術部出身
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8 第４校舎

Ｂ棟 Ｊ24教室

▶13:00-14:30

まさしく今、被災地に
『立つ』
こと
被災地支援シンポジウム
慶應義塾と縁のあった宮城県の南三陸町で、慶応義塾・南三陸プロジェクトは2011年の夏から現在
も定期的な活動を続けています。この活動から、自らが被災地に「立つ」ことの意味を考えます。
現場に立つこと、体験することは思考の母体となりえます。そこから何を得て、何を発信できるのか。
復興に深くかかわる人たちとともに、被災地の現在、そして未来を、考えたいと思います。

MAP

5 協生館

藤原洋記念ホール

慶應義塾幼稚舎ブラスバンド
幼稚舎の先鋭、塾の一番若い仲間たちが日ごろ
の練習の成果をご披露します。
「幼稚舎マーチ」
「若き血」など、慶應義塾ゆかり
の名曲のほかに、今年は「手のひらを太陽に」
「アフ
リカンシンフォニー」を演奏してくれます。藤原洋
記念ホールでの大一番、緊張するかもしれません。

●パネラー

長 沖暁 子
山 内明 美

慶大経済学部准教授（慶応義塾・南三陸PJ代表）

でもみんな大好きな音楽を、大好きな楽器で一生

大正大学特命准教授(SFC・歴史社会学・社会思想史)

懸命演奏します。おなじみの楽曲を楽しみながら、

工 藤義 信
佐 藤瑤 子

三陸宮古復興市場代表取締役（SFC・蹴球部）宮古市出身

南三陸町出身

未来を支える若い力を応援してあげてください。

SFC総合政策部１年（街創り専攻）南三陸町出身

長沖暁子

第4校舎前

▶10:30-11:00

山内明美

工藤義信

▶11:00-15:30

中庭ステージ

並木から入って第4校舎にさしかかった左側、福引の当たり番号の掲示板の所に小さなステージがあ
ります。ここでは、第6校舎で午前中から行われるOBバンドの有志たちの生演奏や、應義会の応援歌な
どが披露されます。模擬店のぞきの散策の合間にでも、
どうか声援を送ってください。

藤原洋記念ホール

▶13:00-14:00

慶應義塾マンドリンクラブ三田会

スペシャルコンサート2014

慶應義塾マンドリンクラブは、1910年/明治43年に創立した、大学としては
現存する日本最古のマンドリンクラブの１つです。今年で創部104年となる長

53 模擬店53番

いわき福島物産展

▶10:00-16:00

い歴史を支えているパワーの源は、メンバーひとり一人の音楽を愛する気持ち、
そして聴衆の方々に楽しんでいただきたいとの熱き願いです。
連合三田会大会で彼らの心こもった
演奏を聴く機会に恵まれることは、私
たち塾員の誇りといえましょう。

被災地いわきの有志企業が集まった「いわき福島復興オフィ

今年の大会テーマ「出会いこそ」に

ス」からいわき市を中心とした福島県の物産展がやって来ます。

ちなみ、お馴染の名曲による「世界と

産 地 直 送 の 各 種 新 鮮 野 菜 の 販 売や 、いわき駅にしかな い

の出会い」、応援歌による「慶應との出

「Vege Cafe（ベジカフェ）」のブロッコリースムージー、ブルー

会い」を、お客さまとともに繰り広げて

ベリースムージー、
トマトとパプリカのスープなど、
「 いわき三田

司会
紺野美沙子

まいります。ご期待ください。

会」一押しの、
とっておきの飲料・スープなどをぜひ味わってくだ
さい。
※熊本物産展、南三陸物産展も同時開催！
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●演奏曲目（予定）フィンランディア、鍛冶屋のポルカ チャルダッシュ、時の踊り、若き血、慶應讃歌

他
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▶11:00-12:00
14:00-15:00

6 陸上競技場

プロランニングコーチ・金哲彦の

連合三田会

ランニングクリニック

健康志向の高まりとともに到来したランニングブーム。
手軽に始められる反面、初心者ランナーがケガや体調不良
に陥る事例も見受けられています。

＊運動できる服装、スポーツシューズで
お越しください。
先着順に受付。希望人数多数の場合は
お断りする場合もあります。
●講 師

そんなランニング初心者のために、ニッポンランナーズ理

金 哲彦氏

事長・プロランニングコーチの金哲彦さんを講師に迎え

NPO法人ニッポンランナーズ理事長

「ケガをしない正しいフォーム」を指導していただきます。

プロランニングコーチ

ランニング初心者の方、この機会にランニングを始めよ

元日本陸上競技連盟

うと思っている方のご参加をお待ちしています。

女子長距離マラソン強化部長

▶10:00-15:45

（雨天時は、日吉会堂に変更されます）

ドラえもんふわふわひろば
ドラえもんの巨大なスライダーやトラ
ンポリンなど楽しい遊具がいっぱいです。
※小学生低学年以下のお子様が対象と
なります

37 模擬店３７番
日本航空株式会社

▶10:00-15:00

ＪＡＬキッズスタジオ

（制服撮影会）

（第１回10：30～11：30

第２回13：00～15：00）

お子様に大人気の「キッズスタジオ」です。JALの機長、キャビンアテンダ
ント、整備士の制服を着て撮影ができます。
※カメラはお持ちください。整理券をブースで10:00～お配りしています。

■JALカード入会キャンペーン
ご入会いただいた方には、
「ファーストクラス」、または「クラスJ」を体験でき
るクーポンが抽選で当ります。尚、
ご使用の際は別途航空券が必要となります。
お待ちしております。
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2 日吉会堂

子供向けイベント

キャラクターショードラえもん
ハッピーバースディドラえもん

～のび太のびっくりドッキリパーティー～
▶1回目ステージ 11:00-11:30
2回目ステージ 14:00-14:30
ドラえもんの誕生日をお祝いしようと、のび太たちがパーティーを計画。
ドラえもんに気づかれずに、喜ばせることができるかな。
※キャラクターショー終了後、握手会を行います。
各回ともに、100名様限定で、開始30分前から日吉会堂で整理券の配布を行います。
特製ドラえもん
どら焼き

ドラえもん
スタンプラリー

ドラえもんオリジナル
ステッカー（慶應バージョン）

日吉キャンパスに
「くまモン」が
やってくる！
！

「ドラえもんスタンプ」を集めて、連合三田会オリジナルグッズ

熊本県営業部長兼しあわせ部

をGET！スタンプの数に応じて連合三田会ならではのドラえもん

長「くまモン」が、慶応義塾大学日

グッズをプレゼント！スタンプシートは、スタンプラリー受付・景品

吉キャンパスに遊びに来てくれる

交換所（並木道・陸上競技場入り口付近）でもらえるよ。

ことになりました。記念館やキャ

※景品はなくなり次第終了となります。

ンパスのどこかで、
くまモンにバッ

わくわく鉄道ワールド

タリ出会えるかも？
！

▶11:00-11:30 頃

今年、創立80周年の慶應義塾大学鉄道研究会（KRC）が、本
格的な「鉄道研究会特製鉄道ジオラマ」や、会員たちが撮影した
写真などを展示します。
鉄道模型運転体験などのイベントも実施します。ぜひお子様連
れでご参加ください。

授乳室・託児室
今年の授乳室・託児室は、協生館です。
昨年までとは、場所が変わっています。
ご注意ください。

熊本県営業部長兼しあわせ部長
©2010熊本県くまモン
協力 銀座熊本館

026

イベントガイド

9 第 6 校舎

613 号

三田会会員バンドコンサート

オープニングをつとめるのは、戦後すぐに大学の公認タンゴバンドとして産声をあげた慶應義塾タンゴアンサンブル三田会。
続いてはビッグバンドの雄、慶應ライト･ミュージック･ソサイェティー三田会からスターライト・オーケストラとスウィング･エスク
ワイヤー･オーケストラの2バンドが登場。Jazz&Pops三田会からはピアニストの前田憲男、
コーラスグループ「サーカス」
な
どのプロミュージシャンを含む全13バンドが出演します。

慶應義塾タンゴアンサンブル三田会

（MC）加茂晴久

20

（F-Mand/Vo）丹羽靖郎（G/Vo）森田 證（Vaj/Vo）林 剛（B）角田淳郎

▲

02

20

（G/Vo）赤井長久（Pf）高木知彦（St.G）木村哲之輔（Dr）名執 嶢（B）山下興郎（G）山内博春（G）池田公行（G/Vo）豊田美紀

▲

11:50-12:10
タンゴアンサンブル・グランオルケスタ

11:35-12:10
COUNTRY HILLTOPS

21

▲

（Vo）柏原 誠（MC）植村泰佳

21

（G/Vo）小糸 彰、松本 毅（St.G）橋爪樫男（B/Vo）上林 實（Pf）高木知彦（EG）小林善見（Dr）名執 嶢

▲

12:15-12:50
COUNTRY DANCE 部会

（Vln）山田靖敏、菅野衛彦、石井清敏、鈴木慶子（Bandoneon）福本 孝、斎藤健一
（Pf）内田 宏、大石 豊、石田里美（B）田中 彰 (Vo)柏原 誠（MC）植村泰佳

04

カントリーミュージック三田会

10:55-11:30
HILLTOP RAMBLERS

▲

11:25-11:50
タンゴアンサンブル・ジュニア

（Vln）菅野衛彦、石井清敏、鈴木慶子（Bandoneon）福本 孝、斎藤健一（B）田中 彰（Pf）大石 豊、石田里美

03

カントリーミュージック三田会ではブルーグラス、
カントリーの3バンドが出演。恒例となっているダンス部会によるステージで
は、
お客様もご参加可能です。ハワイアン三田会からは初登場となるハワイアンジュエリーが参加。現役学生によるフラ
サークルと共にステージを盛り上げます。続いては慶應ビッグバンドのもう一つの雄であるKMPレージージャズオーケストラ
が、迫力ある演奏をお届けします。623号教室のトリを飾るのはKBR三田会。ハワイアン、
タンゴの3バンドが出演します。

10:15-10:50
Humming Birds

01

（Vln）山田靖敏、菅野衛彦、鈴木慶子（Bandoneon）安齋眞彦（B）田中 彰（Pf）内田 宏（Vo）柏原 誠

02

623 号

10:15
16:00

▲

11:00-11:20
タンゴアンサンブル・シニア

▲

01

MC:加茂晴久・植村泰佳

第6校舎の階段教室をライブハウスに仕立て613号教室・623号教室の2会場で同時開催！！
ハワイアン・タンゴ・シャンソン・ラテン・ルンバ・カントリー・JAZZ・POPSなどオールジャンルの生
演奏が楽しめます。全席自由席（イス席）
にて、素晴らしい演奏をごゆっくりお楽しみください。

▶

MAP
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22

22 23

23

（Dance）鷺 弘子、岩瀬琢郎、高橋富江、新井雅子、鶴 正登、鶴 経子、中村博康、藤岡俊一、藤岡明子、

慶應義塾ライト・ミュージック・ソサイェティー三田会

鈴木啓輔、鈴木淑子、加藤知子、亀山 晢、亀山道子、大野一男、大野光子、曽田淳子、高森祥子、
福川知子、吹田陽子、松本厚子、柳澤伊保子、小関紀子、飯野京子、古西のり子

▲

12：20-12：50
スターライト・オーケストラ

MC:松野修一

03

（Band Master･Tb）伊津野忠里（Concert Master･A.Sax）有賀恒夫
（A.Sax）藤井淳平（T.Sax）西田徹（T.Sax）新井亮（B.Sax）佐藤 修（Tp）武藤清次、杉岡俊明、高橋孝史、塚本 聡
（Tb）中村昭純、福田葉介、大友 遼（P）奥井名奈子（B）河野秀夫（Ds）寿田道陽（Cho)Birdie Singers（Vo）松野修一

07

13:00-13:30
スウィング・エスクワイアー・オーケストラ 04

24

13:00-13:30
ハワイアンジュエリー with Hui Pilialoha O Keio

24 25

＜ハワイアンジュエリー＞
（G）千野隆史（Uk）茂出木雅章（Uk）千野一美（S.G）荒井紀男（B）竹原浩史

▲

06

ハワイアン三田会
▲

05

＜Hui Pilialoha O Keio＞
（現役学生フラサークル）堀 いづみ、青山 内津子、櫻井彩華、浦川華凛、小川真央、
05

（Band Master･T.Sax）高濱哲郎（Concert Master･Tb）伊津野忠里（A.Sax）倉地孝幸、有賀恒夫

金子理沙、是枝真由、水野 香菜子、飯田 知左衣、古川瑤子、新谷美樹、榊 汐里、吉川瑞穂、豊田麻衣、佐川奈央、

25

西 美咲、斎藤 友香梨、梶山 奈緒美、蔵本弥優、佐々木萌子、濱 杏林咲、高島寛也、植田皓太、小倉伊織、佐野拓海

（T.Sax）溝口 隆（B.Sax）佐藤 修（Tp）村山圭司、武藤清次、矢島宏明、河邊寿子（Tb）豊間実、井上雅臣、青木寛

08

09

（G）深澤作太郎（Pf）矢部廸男（B）松方健（Dr）森山建彰
（Cho）Hallelujah Singers：小川晴也、羽鳥裕一、Cora渡邉、梶川啓子

慶應KMPニューサウンドオーケストラ三田会
▲

13:40-14:20
KMPレージー・ジャズ・オーケストラ

Jazz&Pops三田会

12

11

14

15
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18

（A.Sax）日高一貴、秋田耕司（T.Sax）高山洋、山内則男（B.Sax）北野芳美
（Tb）牧内俊、中村秀行、祖山志穂、今井淳二（Tp）堀之内寛嗣、星隈茂樹、野本 巌、川瀬一雄
（Fl/Perc）佐藤 勇（Pf）宮本光雄（B）河村政隆（G）池田 潔（Dr）竹花 勝

27

KBR 三田会
14:30-15:00
モアナアイランダース

27

（St.G）氏家行宣（B）清水英之（G）横山十三雄（Uke）古舘宏二

15:05-15:30
KBRタンゴアンサンブル

28

28

（Vln）府川ケン、小林宗春、石井清敏（Bandoneon）山田靖敏、安齋真彦（Accordion）田村外男（Pf）松田 弘（B）田中 彰

15:35-16:00
NA KANAKA 29

▲

17

16

（Band Master・Tp）板垣 憲（Concert Master・Tp）持田恵作

▲

（Pf）中上川 秀一（B）襟川陽一（Dr）力石 健

Showlee 14（Pf/Vo）Showlee
前田憲男 15（Pf）前田憲男
AIR 16（Vo）西 高志、中西雅世（Pf）前田憲男（B）河野秀夫（Dr）佐々智樹
サーカス 17 （Vo）サーカス（Pf）前田憲男（B）河野秀夫（Dr）佐々智樹
服部真二 18（Vo）服部真二（Pf）前田憲男（B）河野秀夫（Dr）佐々智樹

26

▲

13

13：40-16：00
４９
‘s 06（Pf）大島弘安（B）河野秀夫（Dr）佐々智樹
井出真一路 07（Vo）井出真一路（Pf）大島弘安（B）河野秀夫（Dr）佐々智樹
JPMシンガーズ plus 1 08（Vo）本司明日香、安川俊也、安西章、安西和子、安楽博明（Pf）中西雅世
スパシーバ5 09（Tp）佐藤吾一（Ts）田村文孝（Pf）松永加津子（B）河野秀夫（Dr）三宅正
K's Friends 10（G）根本景子、星野恭一郎（Pf）大島弘安（B）田中正彦（Dr）富田秀樹
Just Friends Jazz Unit 11（Vo）木村友二郎（Pf）尾関健（B）岩間保道（Dr）小林伸太郎
ブルーローズ 12（Vo）西真知子、上田淑子、藤堂栄子、帰山むつ子（Pf）高橋良一（B）帰山二郎（Dr）井本厚
The Kaluage 13 （Vo）田中裕子、安西 章、安西和子、岩城利明、羽鳥裕一
▲

10

26

（G）牧野浩平（Vib）町村弥彦（S.G）山本圀治（B）安部正弘（Uke）高橋英昭

29
当日出演者に変更がある場合がございます。
各バンドの演奏開始時間は、多少変更する場合がございます
のでご了承ください。
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