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もうすぐ卒業から25年。慶應義塾の絆は、三田会の

仲間は、ずっと励まし合う同志であり、お互い高め

合うライバルだった。そして毎日を過ごす私たちの

誇りであり、支えだった。そうだ。私たちの人生に

慶應義塾が、「若き血」がないなんて考えられない！

だからこそ四半世紀の時を超え、今再び集おう。

そして語ろう。25年前の若き日のことを。25年間

あなたが紡いだ物語を。これからの25年間に見る

夢のことを。そして考えよう。次世代の後輩たちの

「若き血」に何ができるかを。そしてあらためて

確かめよう。

http://1993mitakai.jp｠�

「若き血」とは、なんだろう。

これまでも、 これからも、私たちに

迸っているのは「若き血」であることを。

慶應義塾1993三田会

卒業２５年記念
大同窓会のご案内
2018年3月24日（土）16 : 0 0開宴
ザ・プリンス パークタワー東京 1993三田会



慶應義塾 塾長

慶應義塾 1993 年三田会 代表

川鍋 一朗

「199 3年三田会の皆様へ」

1933年三田会の皆様が2018年2月に卒業25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、この記念すべき節目の年にさまざまな事業を展開される中で、塾生への奨学金の募金活動を進めてくだ

さっていること、厚く御礼申し上げます。�

三田会の活動に象徴される卒業生の絆の強さ、母校に対する愛着と後輩の塾生に対する温かい思いやりは慶應義塾

を支える基盤です。義塾の創立者である福澤諭吉も「世の中にて最も大切なるものは人と人との交わり付き合いな

り。これ一つの学問なり」という言葉を残しています。このたびの記念事業をきっかけとして、皆様の絆がいっそ

う深まり、義塾が誇るべき「社中協力」の輪がさらに広がることを祈っております。皆様をお迎えして開催される

今年度の卒業式では、後輩たちの新たな門出を祝福していただけることを大変ありがたく思うとともに、皆様が

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っております。�

このたびは大同窓会の開催、誠におめでとうございます。ご盛会をお祈りするとともに、 皆様の今後益々のご健康

とご多幸をお祈り申し上げます。

1933年三田会の同期の皆様、いかがお過ごしでしょうか。慶應義塾には卒業25年の塾員を卒業式に招待するとい

う恒例行事があり、我々も2018年 3 月の卒業式に招待されます。すなわち、25周年・2018年という年は、我々とっ

て卒業後最も大事な節目の１年であります。

この貴重な節目に、奨学金の募金活動を開始し、また、大同窓会というイベントを予定しております。奨学金は、

それぞれの夢を抱いて同窓となった後輩達が、親の病気など様々な経済的な理由で勉学を諦めることのない様、

「1993年三田会記念大学奨学金」として授業料へ充当されます。我々からの慶應義塾へのご恩返しとして、皆様の

ご協力をお願い申し上げます。また、 3 月には、約 7,000名の同期のうち数千名の参加を見込む「大同窓会」を開催

いたします。「NO 若き血　NO LIFE ！」をスローガンに実行委員会一丸となって盛り上げて参りますので、当日

お目にかかるのを楽しみにしております！ 

長谷山　彰

1993 年3月23日　慶応義塾大学卒業式。あれから、もう25 年。

世の中は変わった。私たちも変わった。

でも、大切なものや価値観は失わずにいた。

それが私たちにとっては「慶應義塾」であり「若き血」だ。

今だから語ろう。25年前の若かりし頃を。

ちょっとお腹が出たって、ちょっとしわが増えたって気にしない。

だってあの頃の話をすれば、一気に若返るのだから。

今だから語ろう。25年分のあなたを。

あの頃の未来に立っている人も、ちょっと違った未来だった人も、

それぞれが紡いできた 25年分のストーリーを仲間と分かち合おう。

今だから語ろう。次の 25年の夢や未来を。

もう夢見る頃は過ぎた？

そんなはずはない。まだまだ夢だって、未来だってある。

そして、25年前に出会えなかった仲間と出会おう。

「25年目のはじめまして」が、未来をもっと楽しくする。

2018 年３月24日。25年目の大同窓会。

それは次の 25年に向けての、新しいスタート。

さあ、みんな集まろう！

旧友に、親友に、新友に逢いにいこう。�



慶應義塾1993三田会 卒業25年記念 大同窓会 参加までの 3ステップ

ステップ 11993年三田会の同期の皆様、卒業 25周年おめでとうございます。皆様お一人お一人がそれぞれの世界でご活躍さ

れていることを同期の一人として心強く感じています。さて、来たる 3 月 24 日（土）に 1993 年三田会の 25 周年

記念事業のメインイベントとも言える大同窓会をザ・プリンスタワー東京にて実施いたします。我々実行委員一同

は、大同窓会の実施後に大同窓会の存在を知らずにガッカリする同期を一人でも少なくする事を目標に、塾員名簿

の整備や、学部・学科・クラス・サークル等によるプチ同窓会の実施などを通じて、卒業 25 周年記念事業について

知って頂き、一人でも多くの同期の皆様に大同窓会に参加していただける様に裏方としてお手伝いさせて頂いてお

ります。大同窓会は、例年約 2000人同期が一堂に会し、大いに盛り上がります。ゼミやサークル単位での撮影会

もあり、そこで撮影した写真は第２の卒業アルバムとも言える「卒業 25周年記念誌」として発行され、経済的な

理由で学業継続が困難になった夢を追う後輩たちへの「奨学金」寄付にご協力頂いた皆さんに送らせて頂きます。

皆様お誘い合わせの上奮ってご参加下さい。それでは３月 2 4 日にザ・プリンスタワー東京でお会いできるのを

楽しみにしています。�

同封の振込用紙（赤）にて会費（前頁会費参照）を事前にお振込み。
（4 桁 ID が記載された受領証を保管ください）

参加申込みフォームより申込みを完了
※申込みには、上記受領証に記載の 4 桁 ID が必要です！参加申込みフォームは、1993 年三田会HP

（https://1993mitakai.jp/）から学部別に用意されています。HP は“93 三田会”で検索！

振込みについて

原則、事前振込み（早割り）となります。�同封の振込用紙（赤）にて、必要事項をご記入の上、金融
機関よりお振込下さい。※口座情報の入力が必要な場合は、以下の内容をご参照下さい。�

みずほ銀行　小舟町支店　普通預金　1414671
1993 年三田会卒業２５年大同窓会口

（カナ名：1993 ネンミタカイソツギョウ 25 ネンダイドウソウカイグチ）
（簡易カナ名：93 ミタカイダイドウソウカイ）�

※振込用紙に印字された 4 桁の ID ナンバーは出席・入金管理に必須です。振込用紙を利用せずに ATM・インターネット
バンキングからお振込みされる際には、必ず 4 桁 ID を振込人名の前に入力してください。（4 桁 ID なしで振込された場合、
入金確認が出来ない場合が御座いますのでご注意ください！！！万一、4 桁 ID を入力し忘れた場合などのお問い合わせは、
1993 三田会 HP に記載の問い合わせ先までご連絡ください。）※振込先情報を入力する必要がある際には、簡易カナ名もご
使用になれます。※振込手数料は、各自にてご負担頂きますようお願い申し上げます。※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。※例年、入金と申込の突き合せにかなり時間と手間が
かかります。①事前振込み（早割）②参加申込みフォーム入力の流れでご協力をお願いいたします。�

参加申込みフォームについて
1993 年三田会 HP の各学部フォームからお申込み下さい。※申込みに必要な 4 桁 ID は、大同窓会案内
状の印字、振込金受領証の印字、もしくは 1993 年三田会 HP 内の名簿システムにログインすることで
確認できます。申込み方法に関するお問い合わせは、各学部幹事まで宜しくお願いいたします。��

キャンセルについて
1993 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。�

多くの同期がすでに「25 年目のはじめまして」を楽しんでいます。
３月２４日に皆さんをお待ちしています。

当日学部受付へ GO ！�

【会費】　事前振込（3月14日まで）
　　　　男性 15,000 円 / 女性 12,000 円
　　　　当日支払
　　　　男性 16,000 円 / 女性 13,000 円

【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

【受付】　開始15:00/開宴16:00/閉会19:00

【日時】　2018 年 3 月 24 日（土）

二次会もご用意！ 25年ぶりの仲間、初めてあった友人とまだまだ話したい！もっと飲みたい！そんな方々には同じ
フロアでの二次会をご用意。ぜひご参加ください。

【開会】　19 : 30 分予定
【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 14 日まで）男性 4,000 円 / 女性 4,000 円 / 当日支払　男性 6,000 円 / 女性 5,000 円
　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリードリンク　軽食付き）�

ステップ 2

ステップ 3

卒業 25 周年記念事業�実行委員長 / 高村正大 実行副委員長 / 中西一�



卒業式への参列

慶應義塾大学卒業式・卒業25年塾員招待会私たち1993年三田会は、慶應義塾大学卒業式に招待されます。�

【日時】2018 年 3 月 26 日（月）10:00 開始

【会場】パシフィコ横浜（展示ホールA、B他）（日吉記念館建て替えに伴い、会場変更）�

慶應義塾では、毎年、卒業 25年を迎える塾員を卒業式に招待する伝統があります。この行事は、1953年から続く

塾の大切な伝統の一つで、�例年500名以上の出席があります。私たち1993年三田会代表が卒業生への「祝辞」を述べ、�

慶應義塾へ「寄付目録」を贈呈します。卒業式終了後、塾主催の招待会（祝賀懇親会）にも出席します。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しましょう。���

卒業式・卒業25年塾員招待会
日時：2018年3月26日（月）

卒業式
【時間】10:00 ～ 11 :30（予定）
【場所】パシフィコ横浜 展示ホール
（日吉記念館建て替えに伴い、会場変更）
http://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx�

卒業25年塾員招待会
【時間】12:00 ～ 13 :00（予定）
【場所】ヨコハマ グランドインター
　　　　コンチネンタル ホテル
http://www.interconti.co.jp/yokohama/access/�

こんなところに 93 同期 !?

いろんな職業や地域で活躍している 93 同期生の来し方を紹介するシリーズ記事「こんなところに 93 同期 !?」。

1993 三田会の公式 Webサイト［http://www.1993mitakai.jp］で好評連載中。その中から以下の 4 名を抜粋してご紹介。

福井　直昭君 /ピアニスト・武蔵野音楽大学 副学長

1970 年東京生まれ。1993 年経済学部卒業。E. トゥシャ教授に師事し、1995 年武蔵野音楽大学大学院をピアノ専攻

最優秀の「クロイツァー賞」を受賞して修了。1998 年から 2 年間日本を離れ、ミュンヘン国立音楽大学において更に

研鑽。1999 年ブルガリア国際コンクール「Music and Earth」でソリスト部門第 1 位、審査員全員一致で全部門グラ

ンプリ大賞受賞。日本を代表するソリストの一人。

大下　容子君 /テレビ朝日・アナウンサー

1970 年広島生まれ。1993 年法学部法律学科卒業。初めてのレギュラー番組は『J リーグ A GOGO!!』1998 年 10 月

から平日お昼の情報生番組『ワイド ! スクランブル』の司会を長年務める。2002 年 1 月から 2017 年 9 月まで土曜

夜『SmaSTATION!!』のサブ司会も。名実ともにテレビ朝日の看板アナウンサー。

後藤　田正純君 /衆議院議員・自由民主党副幹事長

1969 年東京生まれ。1993 年商学部卒業。2000 年自民党公認で徳島選挙区から立候補して初当選後、7 期連続当選。

これまでに内閣府副大臣、自民党徳島県連会長を歴任。 現在、自由民主党副幹事長。 わずか 44 歳の若さで第二次安倍

内閣の内閣府副大臣に選任されるなど自民党の若きエースとして将来を嘱望されている政治家の一人。妻は女優の

水野真紀。故・後藤田正晴 ( 故人 ) は大叔父。

永野　千秋君 /プロゴルファー（LPGA｜日本女子プロゴルフ協会）

1970 年東京生まれ。1993 年法学部政治学科卒業。2002 年 プロテスト合格（74 期生）2005 年 ステップアップ

ツアー 『ANA プリンセスカップ』優勝。現在はティーチングプロフェッショナル資格 A 級、LPGA ジュニアゴルフ

コーチ資格を取得し、プレーヤーとしてだけでなく多くのアマチュアゴルファーの指導にあたっている。

93 同期のみなさんへ
「この 1993 年三田会 卒業 25 年記念事業では幼稚舎代表幹事を務めさせて頂くことに
なりました。微力ではありますが、慶應義塾への恩返しの気持ちも含め、少しでも多く
の同級生たちが集まり、旧交を温め、絆を深めていけるよう私も尽力させて頂きます。」

93 同期のみなさんへ
「卒業してあっという間に 25 年が経ちましたね。みなさんそれぞれに充実した時を過
ごして来られたと思います。各方面でのみなさんの活躍が私の励みにもなっています。
慶應義塾には素敵な同期の仲間がたくさんいて本当にありがたいです。あらゆる分野
で活躍している同期が助け合って、ますます充実した時を過ごして行けたらと思って
おります。みなさん今後ともどうぞよろしくお願い致します。」

93 同期のみなさんへ
「せっかく私学の雄と言われている慶應大学には、もっともっと頑張ってもらいたい。
なんか現状に甘んじてませんかと。福沢諭吉は、学問のすすめの中で『国を支えて、国に
頼らず』『常に先駆者であれ』と言っている。学費や寄付金の他にもうひとつ新しい収益
の柱を作ってたりして頑張らないといけないのでは。もっと世界中から憧れられる学校
にしていきたいよね。是非！」

93 同期のみなさんへ
「私は、幼稚舎から大学卒業まで慶應義塾に 16 年間お世話になりました。同級生はも
ちろん、先輩・後輩、周りの方々に本当に恵まれましたし、導かれてきました。今ゴルフ
の世界でお仕事をさせて頂いている中でも、三田会人脈は本当に心強いですし感謝し
ています。これからは私も何かしら慶應義塾に恩返しをしていけたらと考えています。
皆様、今後ともよろしくお願いいたします。」

近影 学生時代

近影 学生時代

近影 学生時代

近影 学生時代



みずほ銀行　小舟町支店　普通預金　1406741
1993 年三田会卒業 25 年奨学金口（1993 ミタカイショウガクキングチ）

奨学金資金の寄付 寄付方法
～後輩たちの未来を力強くサポート～

1993 年三田会ホームページの「寄付金/奨学金 Q&A」も併せてご参照ください。ご不明な点、書類送付先のご相談

等は、1993 年三田会　卒業 25 年記念事業 奨学金委員会までお問い合わせください。

1993 年三田会ホームページ     →　http://1993mitakai.jp
奨学金委員会メールアドレス　→　scholarship@1993mitakai.jp�

大同窓会当日の受付について
大同窓会当日は、会場内に寄付受付を設置し、皆様のご賛同・ご協力をお待ちしております。�｠�

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 1993 年三田会からも、奨学金の資金を寄付することとし、そのための募金活動を実施致しま
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、一人でも多く支援するためのご理解とご賛同・ご協力を何卒お願い致します。

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者に
対して、使途を授業料への充当とする奨学金を給付し、援助することを目的とします。�｠�

『1993 年三田会記念大学奨学金』

◎個人名義　一口 10,000 円

◎法人名義　一口 50,000 円
できましたら二口以上のご寄付をお願い致します。�

2017 年 4 月 1 日（土）～2018 年 4 月 30 日（月・祝）→寄付方法は P.9 へ����

3,000 万円以上�

できましたら三口以上のご寄付をお願い致します。ご寄付をされた方には、後日発行される卒業
25 年記念誌をお送りする他、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、以下委員会までご連絡下さい。
奨学金委員会メールアドレス　scholarship@1993mitakai.jp �

【目的】

【募金単位】

【目標金額】

【募金期間】

現在どのような塾生生活を送っていますか？
宇宙開発に携わる、という将来の夢に向かってより専門的な学問を学んでいます。今後は、研
究室に配属され卒業論文発表に向け研究を進めていきます。私は遠隔操作ロボットの研究
をする研究室に入りました。宇宙開発で活用できるようなロボットを研究し JAXA など
宇宙開発の最前線で活躍したいと考えています。

奨学金を受けようと考えたのは？
父が体調を崩し働けなくなってしまい大学の学費が大きな経済的な負担となっていました。
そんな中、慶應義塾に返済不要の給付奨学金があることを知り申請しました。頂いた奨学金
は私にとって経済的な支えとなるのと同時に、精神的な支えにもなっています。自分の学
びたいことのためにしっかりと時間を使うことができることも大変有難いです。

1993 年三田会のメンバーにメッセージを！
私は奨学金を頂き安心して勉学に励むことができました。そして卒業後も、塾生と塾員のつ
ながりが続いていく慶應義塾の伝統を改めてすごいと感じました。私のような塾生にとっ
て、1993年三田会の皆様によるご寄付は非常に大きな支えとなります。少しでもご支援
を頂けますよう、心よりお願い申しあげます。私も慶應義塾を卒業し塾員となった暁には、
塾員が塾生を支えていく伝統を受け継いでいきたいと思います。

半谷 聡さん

理工学部システム
デザイン工学科 3 年

現在どのような塾生生活を送っていますか？
昨年は、2 つのゼミにてそれぞれ民法の学習と論文執筆に取り組み、また複数のインターン
にも参加し充実した 1 年でした。私には外交官になるという夢があります。昨年夏にタイに
行った際、異なる制度や文化を学ぶ楽しさを知り、同時に日本についてもっと説明できるよ
うになりたいと感じました。帰国後、国際政治や哲学の授業を通じて「平和」を考えるにつ
れ、「安定した世界秩序」の形成に私も貢献したいと思うようになりました。今はその夢
を叶えるべく試験勉強に勤しんでいます。さらに、夏から奨学生として米国へ交換留学に行く
ため、その準備も並行して行っています。

奨学金を受けようと考えたのは？
海外で働く父が入院したことです。また、同時期に遠方の祖父母が病気を患い、定期的な金
銭的援助が受けられなくなってしまいました。朝から晩まで学校とアルバイト先を往復す
る毎日が続く中で、この奨学金を学費の支援として頂きたいと考え応募しました。

1993 年三田会のメンバーにメッセージを！
一番お伝えしたいのは、感謝の気持ちです。奨学金を頂けたことにより、勉強や自分の将来
について考える時間を確保することができました。また、受給後も、奨学生として先輩方とお
会いする機会があるのは、勉強のモチベーションを高める上でも貴重な機会だと感じていま
す。今の環境は、家族や皆様のお力添えがあったからこそ。今後も温かく見守って頂きたい
と同時に、卒業後は、自分もぜひこのような機会を後輩に与えたいと思います。

塩田 あすみさん

法学部政治学科 3 年

1 . クレジットカードのご利用
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 お支払い回数は 1 回払いのみとなります。
下記の 1993 年三田会ホームページのメニュー「ACTION」→「寄付金事業」ページに＜カード決済
の手順＞と題した｠マニュアルを掲載しております。ぜひご利用ください。�

同封の振込用紙（青）をご利用の場合は、お振込いただく金額、日付、おところと、印字された ID
ナンバーに続いてお名前をご記入いただき、寄付金額をお振込ください。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。

【法人名義でのお振込】
お振込の際は、法人名と一緒にお振込される方の ID ナンバーをご記入ください。またお手数ですが
1993 年三田会 卒業 25 年記念事業 奨学金委員会宛に、ID ナンバーを明記の上、メールにてご連絡
をお願いいたします。�

2 . 専用振込用紙を利用した金融機関でのお振込

下記指定口座宛に、金融機関よりお振込下さい。

※口座名義入力が必要な場合は、（）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、お振込人氏名と一緒に 4 桁の ID ナンバーをご入力ください。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。

【法人名義でのお振込】
お振込の際は、法人名と併せてお振込される方の ID ナンバーをご記入ください。またお手数です
が 1993 年三田会卒業 25 年記念事業 奨学金委員会宛に、ID ナンバーを明記の上、メールにてご連絡
をお願いいたします。�

3 . 専用振込用紙を利用しない金融機関でのお振込

皆さまのご寄付は 1993 年三田会で一旦とりまとめて慶應義塾に入金いたします。ご寄付の領収証
および文部科学省発行の寄付金控除に係る証明書（写）は、後日慶應義塾よりお礼状と一緒にお手元
に送付されます。確定申告される場合は、こちらをご利用ください。なお、銀行窓口での振込依頼
書の控え、ATM 等の振込票等をお手許に大切に保管しておいてください。�

4 . 領収証の発行ならびに寄付金控除に係る証明書（写）の送付

慶應義塾を志した理由は？
とても優れた研究実績を残されている教授方や、全国から集まってきた優秀な学生たち
に囲まれ学べると同時に、日吉キャンパスで他学部の学生とも交流を深められることも魅力
的だったからです。

慶應義塾を志した理由は？
高校 2 年の冬にベトナムを訪れたことがきっかけで東南アジア諸国に関心を持ち、地域研究
をするため法学部政治学科への入学を志すようになりました。慶應義塾に師事したい先生が
いらっしゃったのも大きな決め手でした。



「1993 年三田会　卒業 25 年記念誌」に掲載する

グループ記念写真の撮影申込みは済みましたか？

2018 年の年末 ( 予定 ) で「卒業 25 年目の記念アルバム」となる

『1993 年三田会卒業２５年記念誌』を発行いたします。

・卒業２５年記念特集
・塾長、社会で活躍している OB､OG､奨学金受給者の方々へのインタビュー
・卒業２５年活動時の大小さまざまな同窓会、イベント写真
・大同窓会時に撮影するグループ記念写真（有料掲載）

2018 年 3 月２４日（土）の大同窓会当日、グループ記念写真を撮影して、記念誌に掲載いたします。
会場内に撮影ブースを設置しプロカメラマンによる撮影をおこないます。クラス、ゼミ、体育会、
サークル、出身校といった学生時代からの友人たちとの撮影はもちろん、会社、地域、卒業２５年
活動といった卒業してから知り合った仲間たちと撮影して記念誌に掲載しましょう！撮影スケジュー
ル、掲載スペースに余裕がある場合は当日受付もいたしますが、当日の集合や撮影を円滑に進めら
れる様に、1993 年三田会ホームページ内の申込みフォームより事前に申し込みをお願いいたします。

・１９９３三田会の活動時に撮影したグループ写真も記念誌に掲載いたします。
・持込み写真を掲載する場合でもグループ写真掲載料と同額です。
・持ち込む写真は 1200 万画素以上の高画質、画像形式は jpg でお願いいたします。

写真提供１９９１年三田会

毎年 300 組以上 !!　”第二の卒業アルバム”記念誌に卒業２５年の思い出を残そう！
※奨学金支援活動に参加した人の為の記念誌ですので、原則として他への転載等は不可としております。

・1993 年三田会ホームページ（http://1993mitakai.jp/）内の専用ページから申込みをお願い致します。
・申込み確認後、ご案内のメールを返信いたします。

締切　2018 年 2 月 28 日（水）

グループ撮影掲載料

掲載サイズ 掲載料 推奨人数

見開き２ページ 180,000 円

横向き１ページ 90,000 円 30名程度

1/2ページ 45,000 円 16名程度

1/8ページ 15,000 円 8名程度

大同窓会他で撮影された写真やインタビュー等企画ページを掲載、長く手元に残して卒業２５年の活動を振り返る
ことができる内容を予定しております。
記念誌は様々な団体ごとに撮影されたグループ記念写真（有料掲載）や協賛企業さまの広告掲載による収入を基に
独立採算で制作され、○～○ページに記載しております卒業２５年記念事業の一つである奨学金支援活動に一口

（10,000 円）以上ご協力いただいた方全員に進呈いたします。※記念誌は非売品です。

広告掲載料

広告サイズ 天地× 左右（mm） 色

1ページ 297 × 210

1/2ページ 129 × 184 カラー/モノクロ

カラー/モノクロ

1/4ページ 129 × 88 カラー/モノクロ

1/8ページ 60 × 88 カラー/モノクロ

価格（税込）

300,000 円

180,000 円

100,000 円

60,000 円

広告協賛のお願い

掲載広告

お申し込み方法

・記念誌の発行趣意に賛同してくださる協賛企業様や個人様からの広告を募集します。�

・記念誌は 1993 三田会同期が、これまでの思い出を振り返りながら、あらためて同期のつながり、25 年目の新しい

　出会いや発見を生み出し、 一般の雑誌やパンフレットとは違った媒体価値（つながり）が期待できます。

・ぜひ広告掲載へのご協力を賜りたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。��

・自社、自営業、勤務先等の企業広告の他、個人広告も掲載します。

・デザイン等の制作は、基本的に出稿してくださる方にお願いしておりますが、ご希望される方には広告部会でも

　制作を支援しますので、お気軽にご相談ください。

・広告サイズ、広告掲載料は下記の通りとなります。広告は、下記サイズで制作をお願いします。なお、広告掲載料

　には、広告制作料金は含まれません。�

・「慶應義塾 1993 年三田会ホームページ　http://1993mitakai.jp」　→　トップ画面「記念誌の発行」　→　「広告の

　申し込みフォーム」を入力　→　【送信】広告掲載に関するお問い合わせ先：（メールアドレス）�

記念誌コンテンツ（予定）

グループ記念写真の撮影・掲載の申込み募集中です

持込み写真の掲載申込みも受け付けます

グループ写真の申込み方法


