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1996三田会
卒業25周年記念事業

中間報告会



ご案内と注意事項

①このオンライン同窓会は録画し、後日ウェブサイトに掲載
いたします。

②表示画面はお手元の端末で切り替えが可能です。また縦横
各自最適な画面の向きでご覧ください。

③ZOOM内での機能（チャット）に関しては時間の関係上、
使用ができません。後日事務局の方にお問い合わせください。

④会の終了後にZOOMで参加者の一覧表示の形式で集合写真
の撮影を予定しています。ご参加は自由ですので、ご都合の
悪い方は退出していただいても構いません。



実行委員会事務局
から

ご挨拶・進捗ご報告
実行副委員長 山上 淳
事務局長 名取 良太



慶應義塾 三田会について

「三田会」とは、
塾員有志が自発的に集い運営している団体です。

「年度三田会」: 卒業年度主体で運営

「地域三田会」: 国内外の地域ごとで運営

「勤務先・職種別三田会」: 企業単位や業種で結成／運営

「諸会」: クラブ・サークル、研究会などの単位で集い運営

→「慶應連合三田会」
これらの三田会を包括する組織



1996年三田会について

慶應連合三田会 『慶應山脈』
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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。

卒業25年記念事業には、3本の大きな柱があります。

1.卒業式への招待（2021年3月23日（火））

2.大同窓会（2021年8月22日（日）予定）

3.慶應義塾への寄付



卒業25周年記念事業とは

今年は様々な事象があり、例年通り１年間で「キックオフ」「名簿更新」「卒
業式」「大同窓会」を駆け抜けるスケジュールが実施できません。
塾員センターと調整を図りながら、今年ならではの方法を模索して記念事業の
成功を目指しています。
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卒業25周年記念事業とは

2020年6月20日 オンラインキックオフ同期会

例年開催されている卒業25周年記念事業のキックオフは、今年はコロナ禍で集
合できず、義塾初の試みでZOOMで開催いたしました！200名を超える方にご
参加いただき感謝しております。



卒業25周年記念事業 今後のスケジュール

1.については、2021年1月頃に卒業式の招待状の発送

正確な発送先情報（住所、氏名等）が必要なため
1996年三田会会員の名簿の整備が非常に重要

卒業25年記念事業 3本の大きな柱

1.卒業式への招待（2021年3月23日（火））

2.大同窓会（2021年8月22日（日）予定）

3.慶應義塾への寄付

まずはココ



塾員情報登録のお願い 名簿の整備

1996年三田会サイト（1996mitakai.jp）の名簿事業ページから登録できるサ
イトへのリンクがあります。



卒業25周年記念事業 名簿登録の意義

今年は、例年とは異なる対応が必要になっています。
最も大きな違いは、

「簡単には集まることができない」です。

例年は集うことで、改めて同期の繋がりを強めてきました。

そんな中でも1996三田会は例年以上の活動をしたいと思っ
ています。
この事業を「知らなかった」という人を作らないようにする
ために、連絡のためのネットワーク確立にご協力をお願いい
たします。

メールで情報をお伝えできるようにしたいので、慶應義塾
からの郵便物が届いている方でも、メールアドレスを含め
た名簿情報の再登録をお願いいたします。
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文学部 73 909 8.0%

経済学部 232 1297 17.9%

法学部 240 1169 20.5%

商学部 89 1044 8.5%

医学部 91 99 91.9%

理工学部 58 1003 5.8%

総合政策学部 92 462 19.9%

環境情報学部 71 437 16.2%

看護短大 72 115 62.6%

塾員情報登録状況（12月2日16時時点）

文学部・商学部・理工学部に伸びしろが残っています！
サークル等への働きかけが必要（各学部への拡散期待）です。
11月20日以降、急速に登録者が増加しているため、今後の呼びかけに期待です。



寄付事業委員会

委員長 余語 徹郎
副委員長 椿原 邦浩



1.寄付の目的

2.受給者インタビュー

3.寄付の方法



1. 寄付の目的

• 後輩の塾生に対する経済面でのサポート

• 慶応義塾に対する恩返し

何のための寄付？

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です



①1996年三田会記念大学奨学金（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

1. 寄付の目的



②福澤基金（福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金）

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

層支援金額：4,036万円

（平均：155万円/人）

1. 寄付の目的



2. 受給者インタビュー

1993/1994年三田会記念大学奨学金
奨学生 近藤明優さん（商学部4年）

福澤諭吉記念慶應義塾学事振興基金
受給研究者 大江知之さん（薬学部准教授）



3. 寄付の方法

皆様からのご寄付

給付型奨学金
未来ある若者を支援

福澤基金
塾のアカデミックな活動を支援

未来を創るために！

① ②
③

おまかせ
実行委員会におまかせ



STEP 1：1996年三田会ホームページにアクセス

3. 寄付の方法



STEP 2：
「寄付事業とは」

タブをクリック！



STEP 3：
「寄付事業とは」
ページをスクロール

↓
3種類の寄付方法か
ら選択

① ② ③



← ①の場合

STEP 4：
ご希望の目的を選択
して寄付！
（マイページ未登録
の方は、この画面か
ら登録できます）



寄付ご協力のお願い

【募集期間】

2020年9月15日～2021年11月30日

【寄付単位】

【個人】1口1万円（できれば3口以上のご協力をお願いします）

【法人】1口5万円（できれば2口以上のご協力をお願いします）

【寄付方法】（詳細は1996三田会ホームページおよび寄付サイトでご確認ください）

① クレジットカード

② インターネットバンキング決裁（ペイジー）

③ 銀行振込（窓口やATMなど、ペイジー以外での銀行振込）

【目標】

・3500万円以上（約35名への奨学金給付と12名の研究者支援）



企画委員会
コンテンツ委員会

委員長 五十嵐 幹
委員長 神武 直彦



①2020年6月20日(土)

三田会歴史上初のWEBキックオフ決起会

2020年イベント結果



1996年三田会記念Tシャツ販売

※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シャツ販売開始。すでに
約70名の方が購入しています！

色違いペアで 4,649円（税抜き）で発売

使用イメー
ジ



①キックオフ決起会

2021年春頃予定

②96三田会大同窓会

2021年8月22日(土）予定

※コロナウィルスの影響で日程変更及び中止の

可能性があります。

今後のイベント予定



①キックオフ決起会

日時：2021年春 場所：三田を予定

参加人数見込：100～200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…



②大同窓会の開催予定

日時：2021年8月22日（金）16:00~

場所：ザ・プリンスタワー東京（芝公園）

参加人数見込：約2000人

詳しくは、1996年三田会HPもしくは1996年三田会FBをご覧ください

（https://1996mitkai.jp）

今からご予定を願います！！



オンライン同窓会

✓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！

オンラインでも同期の繋がりを！



オンライン同窓会

① プライベート（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 チャリティ同窓会

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 チャリティセミナー

「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

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



オンライン同窓会

数多くのオンライン同窓会が行われました。



チャリティセミナー

＜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）



チャリティセミナー

＜登壇者＞
柳澤大輔（９６環） 面白法人カヤック代表取締役CEO
後藤裕之（９６環） 面白法人カヤックプロデューサー

元円周率暗唱記録保持者
阿部晶人（９８環） 面白法人カヤッククリエイティブディレ
クター



チャリティセミナー

＜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社長
弘井澄子（総） WMパートナーズ株式会社マネージャー（モ
デレータ）



チャリティセミナー

＜登壇者＞
伊東正明（９６商）OFFICE MASA 代表取締役、
吉野家常務取締役
五⼗嵐幹（９６経）株式会社クロスマーケティン
グ代表取締役社長



チャリティセミナー



チャリティセミナー



オンライン同窓会

企画者
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

募集

報告



オンライン同窓会

① 1996三田会各種同窓会実施案内フォーム（Google Form）

https://bit.ly/2BhQQuU

② 1996三田会各種同窓会実施案内画像アップロードフォーム（Box）

https://bit.ly/2BQnWD8

③ 1996三田会各種同窓会実施報告フォーム（Google Form）

https://bit.ly/2Cl6EOb

④ 1996三田会各種同窓会実施報告画像アップロードフォーム（Box）

https://bit.ly/3fgAl1D

https://bit.ly/2BhQQuU
https://bit.ly/2BQnWD8
https://bit.ly/2Cl6EOb
https://bit.ly/3fgAl1D


WEBコンテンツ

「私の履歴書」の2回発行。



今後のコンテンツの予定

①「私の履歴書」の発行

1月より毎月のペースに

②ウェブセミナーの開催



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

お願い

①同窓会の輪を全同期につなげる

②1996三田会のFBへの登録数を増やしたい

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もらいたい

④大同窓会に向けて旧知の仲間とリコネクト

※コロナ自粛期間終了後のお願いです。



その他イベント

作成フォーム

イベント作成フォームより、皆様で開催されるイベントをお知らせ下さい！

公式facebookページに掲載していきます。

公式facebookページ

我々の飛び入り参加
も･･･



社中の食卓プロジェクト

新型コロナウイルス禍で社中(塾員)が経営する飲食店、食に
関わる数多くの企業がいまなお多大な影響を受けています。
そのなかで、社中協力として、そのような飲食店・企業を
応援したいと考えている塾員も多く存在します。

そこで双方を繋げるウェブサイト「社中の食卓」を構築し、
慶應OBのお店を紹介、そこから相互支援、社中交流に
活用していただけたらと考え、 ボランティア有志で
「社中の食卓」プロジェクトを立ち上げました。

☆掲載店舗は順次拡大中です！ テイクアウト情報も！

☆同時にサポートメンバーを募集しており、メンバーになって
頂くと掲載店舗でお得なメンバー特典をご利用いただけます。

例）同級生の鍛治政宏くんのお店「django」では
テーブルチャージをサービス など

https://shachu.club/

「社中の食卓」で検索してみてください！

「社中の食卓」ウェブサイト完成！

https://shachu.club/


財務委員会

委員長 大山 朝広



スマート財務

財務委員会テーマ



➢ 収支状況

収支報告



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)

決済方法



広報委員会

委員長 星 俊作



Facebookグループ「1996年三田会」に登録してくれている人から草

の根でネットワークを拡げることをもくろみましたが、気付いてもら

えなかったり、気付いてもアクションしてもらえない事が非常に多い

ことがわかりました。

知ってる人から直接連絡・依頼があって初めて面倒な登録作業に着手して

くれますので、SNS、LINE、メール、電話など、あらゆる手を使って

「1996のHPで同窓会や連絡先登録状況の確認した？」と声掛けいただき、

名簿登録が進むようご協力をお願いします。

Facebook告知だけでは
登録が進みません。。

みなさんへのお願い



ご挨拶＆お願い

実行委員長 湧永 寛仁


