
卒業25年 
記念事業とは 

事務局長 
名取 良太 



卒業25周年記念事業とは 

 慶應義塾には卒業25年目にあたる塾員を卒業式および塾員招待会に招くとい
う、1953年から長きにわたって受け継がれた伝統行事があります。 
 例年、年度三田会は、この卒業25年をきっかけに同期の繋がりを強め、社中
協力の精神をもって、慶應義塾へ恩返しすることを目的とした記念事業を展開
しています。 
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1996年三田会奨学金設立・福澤振興基金 



イベント事業 

企画委員長 
五十嵐  幹 



コンセプト 

コンセプト 

Change&Challenge 

せっかく出会った我々同期、なるべく大勢で、Afterコロナの世界を変えてい

こう！人が集まることで新しいものを作っていこう！慶應の原点にみんな立ち

返ろう！ 

  イベント部会としてイベントを主催します。 

  皆さんの同窓会やイベント企画を応援します。 



 

①キックオフ決起会＠三田生協食堂 

 2020年 年内開催を予定 

②大同窓会＠ザ・プリンスタワー東京 

 2021年 8月以降の開催を検討中 

 

二大イベント 

卒業25年記念事業 二大イベント 

※新型コロナウィルスの感染拡大状況に応じ、政府ならびに
慶應義塾のガイドラインを遵守して、開催の可否・日程・開
催方法を決定いたします。 



①キックオフ決起会 

①キックオフ決起会(参加人数見込：200～400人) 

今連絡が着く人達の輪から同期全体に 

つなげていくための きっかけの場に… 

メインコンテンツは同期のみんな 

 改めてこれからの25年の礎を作りましょう。 

 



②大同窓会 

②大同窓会(参加人数目標：2000人) 

卒業25年記念事業のグランドフィナーレ 

✔改めて同期を知り、繋がることで同期の

結束を高める 

✔今後の25年に向けての土台を作る 

2046年 2021年 

卒業50周年はみんなで入学式に出席しましょう！ 



②大同窓会 

過去の大同窓会の様子 



大同窓会に向けて 
皆様ご自身によるプチ同窓会 
イベント開催の協力のお願い 

プチ同窓会開催の協力 

①大同窓会に向けて旧知の仲間とリコネクト  
 
②1996三田会のFBの登録数を増やす  
 
③同窓会の集客目標2000人に向けて 
 大同窓会のことを伝えてたい  
 
④同窓会の輪を全同期につなげる 

※コロナ自粛期間終了後のお願いです。 



１９９３年三田会では、 

約５１２の同窓会が実施

されました。 

「今から飲める人会」などの規
模の同窓会も！ 

２人集まれば同窓会♪ 

プチ同窓会開催の協力（リアル） 

リアルプチ同窓会 

学部、大学院、クラス、體育會、サークル、研究会、ゼミ、 
卒業高、出身都道府県、居住エリアなど、あらゆるヨコの繋がりで 

多数の同窓会を皆さま企画で実施願います！ 
 

開催はコロナの影響を鑑みながら企画検討を
お願いします。 



コロナの影響
化で流行った
ZOOMを活用
した同期会を
企画してみま
せんか？いつ
でもどこでも
場所を気にせ
ず開催できま
す。 
２人集まれば
ZOOM同窓会
♪ 

ZOOM同窓会 

オンライン同窓会開催の協力 

詳細はコンテンツ委員会より 



プチ同窓会開催の協力・過去開催事例 

・文学部＆法学部法律学科 合同同窓会 キックオフ 
・月例とんかつ研究会 in 目黒 
・九球(こだま)テニスクラブでさくっと飲むべ会 
・青山会員制サロンで昼飲みしながら家二郎を食べる会 
・志木高 剣道部 飲み会 
・商学部 佐藤ゼミ 同窓会・ 
・ビーチBBQ @一色海岸 
 
 

“２人集まれば同窓会 
（内容は何でもいいんです） 

 

 



1996年三田会記念Tシャツ 

※今回の1996年三田会のコンセプトの「Change & 
Challenge」に合わせた記念Tシャツ。これを着て同窓
会を盛り上げよう！ 

色違いペアで 4,649円（税込）で発売予定 

使用イメージ 



略歴 
 
・栄澂建築/エイスケンチク/ACETECTURE 
       一級建築士事務所 開設者 
・谷口建築設計研究所での勤務を経て開業 
・商業施設、住宅等の建築設計・監理を行う 
・第37回（2016年）石川建築賞入選 
        （星野リゾート 界加賀） 
 

Tシャツデザインの説明 
スローガンの「Change & Challenge」（自我作古）を用いたロゴTシャツとした 
白地はロゴを三色旗カラー、紺地はロゴを赤として全体で三色旗カラーとした 
卒業後25年間、塾員それぞれの人生を「旅=odyssey」と見立て、映画「2001年宇宙の旅
（原題2001:a space odyssey）」を題材としてデザインした 

 
 

1996年三田会記念Tシャツ 

デザイン制作者 
竹内 栄介君（慶應義塾大学環境情報学部卒業） 



寄付事業 

寄付事業委員長 
余語 徹郎 



① 後輩の塾生に対する経済面でのサポート 

② 慶應義塾に対する恩返し 

何のための寄付？ 

寄付金とは 

社中協力の精神  
 

あくまで趣旨賛同者に任意で参加いただくもの 



① 奨学金（指定寄付奨学金） 

未来ある優秀な学生に勉学を続けて欲しい！ 

使途：授業料に充当する給付型奨学金 

受給者総数：2,600名 

奨学金総額：12.2億円 

（平均：47万円/人） 

家計状況の急変 

学業・人物⇒優秀 

学習活動への意欲 

慶應義塾全体における2018年度奨学金実績 

1996年三田会記念大学奨学金 



② 福澤基金（福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金） 

寄付金とは 

使途：慶應義塾の学術研究の振興、国際化の推進 
 
 

慶應義塾のアカデミックな活躍を支援したい！ 

海外留学 学会発表 研究活動 論文掲載 

総支援人数：26名 

総支援金額：4,036万円 

（平均：155万円/人） 



  入金方法：クレジットカード／金融機関振込 

  目標金額：3,500万円以上 

  募金単位：個人1口1万円（できれば3口以上） 

    法人１口5万円（できれば２口以上） 

  募金期間：調整中 

募金概要 

寄付金とは 

寄付受付の準備が整い次第1996年三田会ＨＰ等でお知らせします！ 

寄附金控除について：本事業を通じて慶應義塾に寄付された個人・法人には「寄
付控除証明書」が発行され、確定申告により40％（2019年時点）の寄附金控除が
受けられます。(例：３万円（寄付）ー１万２千円（寄附金控除）＝１万８千円) 



 慶應義塾との関わりの深い企業と連携 

 Cloud Fundingでオリジナル商品を開発 

 

1996 新たな取り組み 

利益部分を慶應義塾に寄付 

鋭意商品開発中です。乞うご期待！ 

寄付金とは 



名簿事業 

実行副委員長 
山上 淳 



名簿事業 

大同窓会も寄付事業も、すべてはここから始まります 

卒業式・塾員招待会の招待状は・・・ 

住所がわからなければ送付できません！ 

塾員名簿登録のお願い 
 

①塾員名簿更新システムにアクセス（9月1日稼働開始予定） 
 

②現住所（寄付控除証明書郵送先）を入力する 
 

以上です！ 

いただいた個人情報は、個人情報取扱規程に則り、実行委員会が責任をもって塾員センターに届け、塾
員名簿の更新を依頼します。「事務局は信用できん！」という方は、直接、塾員センターの名簿更新
フォームからお願いします！ 
 



名簿事業 

塾員名簿には、ご自身で更新された場合を除き、 

卒業時の保護者住所が登録されています 

 

① 1996年三田会総数：8205件（含大学院修了者1237件） 

② 物故者：35件 

③ 住所不明者：2007件 

④ 住所非公開者：989件 

⑤ 郵送物発送不可者：39件 

 

住所データ提供者数：4341件（院修除く） 

（2010年以降更新：1597件、2010年以前更新：1366件、 

 卒業以来未更新：1250件, 不明128件） 

近年、住所更新された方も、お手数ですが名簿登録をお願いいたします！ 



WEBサイトの構築/ 
SNSでの情報発信 

広報委員長 
星俊作・福田晴幸 



https://www.facebook.com/gro

ups/306678093621528/ 

1996年三田会の専用
WEBサイトの構築/運
用 

 

広報委員会の役割 

https://1996mitakai.jp 

Facebookによる1996
年卒業同期塾員同士の
ネットワーキングおよび
イベント等の参加呼びか
け 



✔1996年度三田会の紹介 

✔各部会や学部毎幹事の紹介 

✔卒業２５周年記念事業について 

✔最新情報／イベント告知 

✔各種問合せ窓口 

  ↓ ↓ ↓   

✔寄付事業の手続き（準備中） 

✔登録名簿更新の入り口（準備中） 

公式HPの提供情報 2020年6月1日時点 



✔Facebookを使った1996卒同期の再

ネットワーキング 

✔イベント告知と参加申込受付 

✔各種プロジェクトのプラットフォー

ム（クラウドファンディング等） 

公式SNSの運用 

LINEやメール、他SNSなど、他手段
で連絡が取れる方々は、何を使って
いただいても構いませんので、この
機会にできるだけ多くの同期と再度
連絡を取り合い、旧交を温めてくだ
さい 



登録・振込システム 

塾員名簿登録・寄付金のオンライン振込・大同窓会参加費振
込などは、慶應義塾基金室が使用している既存ソリューショ
ンを活用して「手続きのワンストップ化」を実現します。 

寄付金のオンライン振込 

大同窓会参加費・各種物販振込 

塾員名簿整備 



約7000名の同期のうちすでに607名がFacebookグループの「1996年三田会」に登録してく

れています。 

卒業25年も経過すると転勤・結婚などにより住所不明の方が、

約1/4もいらっしゃいます。「1996のHPで同窓会や連絡先登

録状況の確認した？」と声掛けをし合って、ホームページに

アクセスしていただくようにお願いいたします。 

オンラインだけで
連絡取れるの？ 

みなさんへのお願い 



 同窓会×500 
 - 多様な出会いと繋がりの機会 - 

コンテンツ委員長 
神武 直彦 



普段も顔を合わせているけれど、改めて！ 

会いたかったので、このタイミングに！ 

同世代として新たな出会いや気づきを！ 

同期として繋がり 

同窓会が生み出すもの 



1996からの同窓会 

ほぼ全て対面型 

開催地の多くが首都圏・都市部  

500回以上（実績） 

対面型＆オンライン 

全世界から参加可能    

500回以上（目標） 

新型コロナウイルス 

（COVID-19） 



① プライベート同窓会 

同窓生2人集まれば同窓会！ 

② クローズド同窓会 

学部/研究科/クラス/體育會/サークル/研究室                                                    

ゼミ/出身校/出身地/業界 など 

③ オープン同窓会 

学部/研究科/クラス/體育會/サークル/研究室                                                  

ゼミ/出身校/出身地/業界 など 

④ オープンセミナー 

「多様な分野に拡がる同窓生」                                                                      

同窓生を中心とした登壇者によるセミナー 

再開や出会いを生み出す多様な同窓会 

× 対面形式/オンライン形式 

（4種×2形式=8パターン） 



① プライベート同窓会 

同窓生2人集まれば同窓会！ 

② クローズド同窓会 

学部/研究科/クラス/體育會/サークル/研究室                                                    

ゼミ/出身校/出身地/業界 など 

③ オープン同窓会 

学部/研究科/クラス/體育會/サークル/研究室                                                  

ゼミ/出身校/出身地/業界 など 

④ オープンセミナー 

「多様な分野に拡がる同窓生」                                                                      

同窓生を中心とした登壇者によるセミナー 

再開や出会いを生み出す多様な同窓会 

実施後：         
同窓会Facebookサイトで    
レポートお願いします！ 

実施前：         
同窓会Facebookサイトで     
募集お願いします！ 

 

実施後：         
同窓会Facebookサイトで    
レポートお願いします！ 

 

 

500円 

（寄付へ） 

500円 

（寄付へ） 



既に開催が確定している 
オープン同窓会の例 



テーマ： 「私たちはなぜ卒業25年で集うのか？」（実行委員会企画） 

日時： 2020年07月05日（日）20:00-21:00（19:45開場） 

概要： 25年前に慶應義塾大学を卒業した6,000名以上の同期を対象 

  とした「卒後25年記念事業」。その企画運営に携わるメンバーが、 

  その目的とこれからの事業計画。各個人の思いを参加下さる皆さん 

  との対話形式で共有します。興味がある方も、ない方も是非！ 

形態： ZOOM オンライン/オープン同窓会 

登壇者： 湧永寛仁（経） 卒後25年記念事業実行委員長 

  山上淳（医） 卒後25年記念事業実行副委員長 

  五⼗嵐幹（経） 卒後25年記念事業企画委員長 

  神武直彦（理工） 卒後25年記念事業コンテンツ委員長（モデレータ） 

オープン同窓会 



テーマ： 「96年卒の現役上場企業経営者が上場について本音を語る会」 

日時： 2020年08月01日（土）21:00-22:30（20:45開場） 

概要： 経営者を最も多く輩出していると言われているわが慶應義塾。日本 

  に現在、約3700社ほどある上場企業の現役経営者の、96年卒業の 

  同期を囲んで、上場ということに対しての雑談をする会を開きたい 

  と思います。 

形態： ZOOM オンライン/オープン同窓会（飲食・アルコール歓迎） 

登壇者： 柳澤大輔（環） 面白法人カヤック代表取締役CEO   

  五⼗嵐幹（経） 株式会社クロスマーケティング代表取締役社長兼CEO 

  岩田林平（経） クックパッド株式会社代表取締役 

  弘井澄子（総） WMパートナーズマネージャー（モデレータ） 

オープン同窓会 



テーマ： 「うんこミュージアムを生み出した面白法人が大ヒットの裏側を語る」 

日時： 2020年07月28日（火）20:00-21:30（19:45開場） 

概要： 2019年に大ヒットしたうんこミュージアム。こんなものがヒット 

  してしまう日本という国に脱帽ですが。そのヒットを手がけたのが 

  慶應義塾大学環境情報学部96年卒の同級生で創立した面白法人 

  カヤック。うんこにこだわり続ける彼らの秘密に迫ります。 

形態： ZOOM オンライン/オープン同窓会（飲食・アルコール歓迎） 

登壇者： 柳澤大輔（96環） 面白法人カヤック代表取締役CEO   

  後藤博之（96環） 面白法人カヤックプロデューサ・元円周率記録保持者 

  阿部晶人（97環） 面白法人カヤックプロデューサ 

オープン同窓会 



企画者 

オープンイベント企画/開催/報告の流れ 

コンテンツ 

委員会 
参加者 

企画を立案する 

募集情報を登録サイ
トに入力する 

登録人数を把握する 

イベントを開催する 

結果を報告サイトに
入力する 

参加したいイベント
を選び、告知サイト
から参加登録する 

参加費を支払う    
（PayPay） 

イベントに参加する 

財務 

委員会 

イベント報告を閲覧
する 



登録サイト/告知サイト 



企画者 

クローズドイベント報告の流れ 

コンテンツ 

委員会 
参加者 

イベントを開催する 

結果を報告サイトに
入力する 

イベントに参加する 

財務 

委員会 

イベント報告を閲覧
する 



「学びをとめるな：卒後25年寄付事業が創る学生と塾の未来」（実行委員企画） 

「独立自尊:パイオニア精神で道を拓く」 

「副大臣の仕事：政治の力で未来を創る（仮題）」 

「慶應義塾の仕事：母校から未来を創る（仮題）」 

などなど  

 

皆さん、どんどん同窓会を企画して下さい！ 

オープン同窓会（近日公開予定） 



スマート財務 

財務委員長 
大山朝広・飯田幸太郎 



 寄付金／同窓会／口座の収支管理と報告 
 
 
 
 
 塾の寄付金オンライン振込システムと連携
予定（詳細は次ページを） 
 
 

 塾の「寄附金控除証明」 
  発行をサポート 
 

役割 



塾システムとの連携 

 
 【想定業務フロー図】 



決済方法 

簡単に入金を確認できる 
Aをご利用頂けると 
助かります！ 

 
A.クレジットカード決済 
  と 
 Pay-easy(ペイジー)決済 

 
 

B.銀行振込 
 (振込口座は別紙） 
 
 
 

 
 

（↑ システム会社の資料か
ら抜粋） 



決済方法 

振込口座（ネット／電信／文書いずれも可） 

A)   寄付金口座 
みずほ銀行 銀座支店（店番035)  普通預金 4187973 
「１９９６年三田会２５周年寄付金口座」 
 (ｶﾅ：1996ﾈﾝﾐﾀｶｲ25ｼｭｳﾈﾝｷﾌｷﾝｺｳｻﾞ) 
 
B)   大同窓会口座 
 同上 4187957 
「１９９６年三田会２５周年大同窓会口座」 
 (ｶﾅ：1996ﾈﾝﾐﾀｶｲ25ｼｭｳﾈﾝﾀﾞｲﾄﾞｳｿｳｶｲｺｳｻﾞ) 
 
C）予備口座 
 同上 4187965 
「１９９６年三田会２５周年キックオフ同窓会口座」 
 (ｶﾅ：1996ﾈﾝﾐﾀｶｲ25ｼｭｳﾈﾝｷｯｸｵﾌﾄﾞｳｿｳｶｲｺｳｻﾞ) 



ご協力のお願い 

実行委員長 
湧永 寛仁 



ご協力のお願い 

記念事業の成功には、皆様のご協力が何よりも大切です！ 

各グループの世話人（代表者）連絡先を、事務局ま

でお知らせください！ 

各種案内・告知を世話人の方にご連絡します。 

ゼミ・サークル・クラスなどでLINEグループやFB

グループ、メーリングリストを作成してください！ 

•1996三田会FBに誘導   

してください！ 

•塾員名簿登録システムに誘導

してください！ 

70％にリーチする＝5600人のネットワーク 
70％に反応してもらう＝4000人の名簿登録 
50％に大同窓会に参加してもらう＝2000人の参加 

目標は 


