2019年慶應連合三田会大会

＜大会メインロゴ＞

未来を見据え実行して行くための福澤先生の言葉を踏まえ

福引抽選会

大会コンセプト

今年も魅力満載の賞品をたくさんご用意しております！

K賞

＜サブロゴ＞

社中が集うということ、
そして自らが新しい道を切り開いてい

くということ、慶應義塾の伝統と革新の精神が共存するこれ

福引賞品

〈 他にも豪華賞品多数!! 〉

からの時代に依るべき今回の大会をコンセプトを

「LEGACY & FUTURE」
̶ 共に讃えん社中の絆 ̶

といたしました。

大会券 ( シート・チケット ) の購入パターンと記念品引換、福引投函までの流れ

大会券の購入

１チケット

紙の大会券

記念品の引換

当日、会場に行けない塾員の方でも、国内であれば記念品の引換が可能！
塾員であれば、
当日の大会の模様をライブストリーミングで視聴可能！

事前ネット予約に変更 ※２
連合三田会アプリ

当日会場（お持ち帰り）

福引抽選券投函

ｅ大会券
連合三田会アプリ

事前ネット予約（大会後「着払い」配送

シート単位のみ

国内限定）

当日会場で投函※３

抽選方法

K賞
E賞
I 賞
O賞

★記念品の引換は、事前ネット予約すると、大会当日に記念品引換の列に並ぶ必要無し。手ぶらで連合三田会を楽しめます。

※１・・・サービスのご利用には、①塾員であり、
かつ塾員アドレスの登録があること、②連合三田会アプリ
（スマホ）
を利用できること、
③配送先が日本国内である事が必要です

大会当日、福引投函箱に投函
い た だい た 福 引 抽 選 券 の 中
から抽選を行います。

当選番号 下4桁 を発表
当選番号 下2桁 を発表
当選番号 下1桁 を発表

主なイベント紹介

※２・・・紙の大会券をご購入になった方でも、
この条件（※１）
を満たす方は、記念品の事前ネット予約サービスの利用が可能です

※３・・・e大会券購入の方が、福引抽選会に参加するには、
当日会場で紙の大会券に引換を行った上で、抽選券を投函する必要があります

記念品引換券
注意 !

130885

↓↓

削る時は10円玉
でやさしく
こすってください

このスクラッチは記念品の事前ネット予約を
行う方以外は決して削らないでください
キリトリ線

記 念 品 の 事 前 ネット 予 約 を 希 望
の方、イベント、福引、記念品などの
詳細については公式ウェブサイトを
参照ください

http://2019.rengomitakai.jp/

連合三田会

2019索

検索

《 福引抽選会のご案内 》
投函締切

第1回抽選会・・・・・・ 11:20
第2回抽選会・・・・・・ 14:00

抽選会
会場・時間

日吉会堂 (第1回・第2回とも)

（予定）

（予定）

前であっても、引換数が、用意した数量に達し
た記念品から順次引換を終了いたします。な
お、記念品は先着順にお渡ししておりますので
ご了承ください。
○スクラッチが削られた記念品引換券は当日の
記念品引換が出来なくなる場合があります。
○一度事前ネット予約もしくは引換した記念品
は返品および再引換出来ません。
○事前ネット予約にて記念品引換された場合で
も福引抽選券は、大会当日投函箱に入れる必
要があります。

デジタル元年

第1回抽選会・・・・・・ 11:40〜
第2回抽選会・・・・・・ 14:30〜

賞品引換
第1回当選K賞・・・・・ 14:10
新元号となる今年は連合三田会も様々なチャレンジを行います。
締切

第2回当選K賞・・・・・ 15:10

（予定）
E・I・O賞・・・・・・・・ 15:40
デジタル元年として日吉ではスマホを使ったAR技術を使ったデジ

抽選会の開催時間・各種締切時間は変更になる場合が
タルイベントを開催。
そして日吉会堂で行われるイベントを中心に日
あります。当日のインフォメーションをご確認ください。

必ずお読みください
本中でその様子をストリーミングでご覧いただく
ことが出来ます。
日

吉に居なくても塾員の皆さんがデジタルを通じて一つになります。
○記念品の事前ネット予約は、塾員限定のサービスで、塾員ア
カウントの登録、
および連合三田会アプリの利用が必要です。
○記念品の予約、引換期限
「事前ネット予約」の場合
2019年8月10日(土)23時までに予約登録を完了ください。
事前ネット予約頂いた記念品は、大会終了以降に着払いに
て配送いたします。
「当日引換」の場合
大会当日15時までに所定の引換所で引換ください。
○事前ネット予約、当日引換ともに、引換期限以前であって
も、引換数が、用意した数量に達した記念品から順次引換
を終了いたします。なお、記念品は先着順にお渡ししており
ますのでご了承ください。
○スクラッチが削られた記念品引換券は当日の記念品引換
が出来なくなる場合があります。
○一度事前ネット予約もしくは引換した記念品は返品および

日吉会堂

スクラッチは、記念品事前ネット予約を行う場合のみ、大会公式ウェブサイト上で、
注意事項、手続き方法、希望する物の在庫を確認してから削ってください
○記念品の事前ネット予約は、塾員限定のサー
ビスで、塾員アカウントの登録、および連合三
田会アプリの利用が必要です。
○記念品の予約、引換期限
「事前ネット予約」
の場合
2019年8月10日(土)23時までに予約登録を完
了ください。事前ネット予約頂いた記念品は、
大会終了以降に着払いにて配送いたします。
「当日引換」
の場合
大会当日15時までに所定の引換所で引換く
ださい。
○事前ネット予約、当日引換ともに、引換期限以

飲食スペース
昨年に引き続き、記念館建て替え工事のため、記念館前スペースの
飲食利用は出来ない予定ですが、
「 来往舎」
「グリーンズテラス(第

六校舎)」
など天候に左右されない屋根のある建物スペースを含め

て、例年をはるかに上回る飲食スペースをご用意いたします。飲食を

しながらストリーミングを楽しむなど、皆様の旧交を温める場所と
してご活用ください。

（ペア宿泊券+往復交通費付）

福引抽選会のご案内

※O賞は抽選券連番10枚(2シート)でもれなく1本当たります。

大会券の裏面上部に
「スクラッチ」があります

「神話の里」出雲大社と鳥取砂丘を巡る2泊3日

COROLLA SPORT

塾員限定※１のサービス
１シート（５チケット）

＜観光タクシーで山陰を満喫する旅＞

TOYOTA

別所哲也

抽選会

K賞
E.I.O
賞

福引抽選券投函時間

抽選会会場・時間

賞品引換締切時間

第1回

9:00〜11:20

日吉会堂
11:40〜

第1回当選K賞
14:10

第2回

11:20〜14:00

日吉会堂
14:30〜

第2回当選K賞
15:10

当選番号発表時間

賞品引換締切時間

日吉会堂11:40〜

15:40

※抽選会の開催時間・各種締切時間は変更になる場合があります。
当日のインフォメーションをご確認ください。

同窓生と、そして家族と素敵な一日を・・・
※LIVEの入場を初め、
イベントの参加には大会券が必要な場合があります。
イベントのメニューは変更になる
可能性があります。予めご了承ください。最新の情報、詳細は大会公式ウェブサイトでご確認ください。

SPECIAL LIVE
塾生として大学時代に映画デビューを果
たした別所哲也さん。俳優だけでなく、
シ
ョートフィルムフェスティバルの主催やDJ
としても活躍する別所さんは、
ミュージカ
ル俳優としてもLes Misérablesのジャン
バルジャン役など様々な舞台でも大活躍
です。今回はそんなミュージカル俳優とし
ての一面を連合三田会大会のステージで
スペシャルゲストと共に魅せてもらいま
す。
ミュージカルの名曲と共に華麗なトー
クもお楽しみください。

協生館 藤原洋記念ホール

クラシックギターの世界で様々なコン
クールを制覇して来た斉藤明子さん。
塾生だった15才の時にデビューリサ
イタルを開催した斉藤さんに、
１０年
ぶりに日吉の舞台に立ってもらいま
す。
今回は藤原 浩哲さんとのデュオでク
ラシックだけでなく様々な楽曲でギタ
ーの魅力を伝えてもらいます。
斉藤明子

陸上競技場
陸上競技場にはkids大集合。
ランニング
教室などのスポーツイベントやキャラクタ
ーショーなど、子供たちが楽しめるイベン
トが盛りだくさんです。親子でゆっくりとお
楽しみ下さい。

LIVE

一番若い塾生幼稚舎生ブラスバンド
による元気溢れるステージです。連合
三田会のステージに登るのは今年が
丁度10年目。最も若々しい若き血を
聞かせてくれます。
幼稚舎ブラスバンド

その他プログラム
★ブラックジャックセミナー ★ドクターに挑戦！ ★託児所 ★OBバンド ★デジタルスタンプラリー

他

