塾生
注目!
１９９２年三田会通信 Vol.1

時が経つ
時が経つのは早いもので、
年三田会卒業２５年
経つのは早いもので、来年
のは早いもので、来年 2017 年３月１８日（土）「1992 年三田会卒業２５年
大同窓会」が、ホテルニューオータニ
大同窓会」が、ホテルニューオータニにて
」が、ホテルニューオータニにて開催されます！
にて開催されます！

つながろう、いま。
卒業２５年大同窓会の開催情報を拡散して、
卒業２５年大同窓会の開催情報を拡散して、大同窓会当日は
拡散して、大同窓会当日は一人でも多くの同期と楽しく
大同窓会当日は一人でも多くの同期と楽しく
集いたい！そのために、以下を一読！！何卒よろしくお願いします
集いたい！そのために、以下を一読！！何卒よろしくお願いします m(__)m

さらに
塾生
注目!

「名簿を整備するのだ！」
塾生注目
その 1

まずは同期全員の名簿データ
まずは同期全員の名簿データについて
同期全員の名簿データについて整備が必要です。
について整備が必要です。
各自が必ず「1992
1992 年三田会ホームページ」（以下 公式 HP）
各自が必ず「
HP）にアクセス
し、自分の
し、自分の登録情報の確認・更新を
自分の登録情報の確認・更新をしよう
登録情報の確認・更新をしよう！
しよう！ http://1992mitakai.org

その 1
裏面へ
さらに
塾生
注目!

「同窓会に参加するのだ！！同窓会を企画しようね！」
塾生注目
その２

実行委員会にて企画する「公式同窓会」に是非ご参加ください！
さらに、クラスやゼミ、サークルなど
さらに、クラスやゼミ、サークルなどご無沙汰の友人たちと幹事
クラスやゼミ、サークルなどご無沙汰の友人たちと幹事
になり、
になり、「同窓会」を企画しよう
同窓会」を企画しよう！
企画しよう！

その 2
裏面へ

※同窓会を企画しやす
※同窓会を企画しやすくなるよう
やすくなるよう、
くなるよう、塾員が経営する美味しいお店リスト
ご用意しました！詳細
詳細は
http://1992mitakai.org
をご用意しました！
詳細
は公式 HP にて。

つなげよう、未来。
覚えているでしょうか。25
覚えているでしょうか。25 年前の卒業式に先輩方が参列していたことを。そして、
年前の卒業式に先輩方が参列していたことを。そして、私たちも
そして、私たちも
2017 年 3 月 23 日(木)慶應義塾から卒業式に招待されるのです
慶應義塾から卒業式に招待されるのです！
るのです！25 年前の私たち
年前の私たちも、実は
私たちも、実は
多くの先輩方に支えられていました。今度は私たちが
多くの先輩方に支えられていました。今度は私たちが本
本
事業を通じて
事業
を通じて、
、
夢を追う後輩たちを
夢を追う
後輩たちをバ
今度は私たちが
を通じて
後輩たちをバ
ックアップする番です！そのため
ックアップする番です！そのために
です！そのために 1992 年三田会として奨学金
年三田会として奨学金資金の
奨学金資金の寄付を集め
資金の寄付を集めていきます
寄付を集めていきます！
ていきます！

さらに
塾生
注目!

「奨学金資金の寄付をしよう！」
塾生注目
その３

塾生注目
その４

1992 年三田会として、夢を追う後輩たちをバックアップするため
奨学金資金を集め、母校への恩返しとして寄付をします！ひとりで
奨学金資金を集め、母校への恩返しとして寄付をします！ひとりで
も多くの後輩たちを支援するため、ご理解ご協力をお願いします！
も多くの後輩たちを支援するため、ご理解ご協力をお願いします！
⇒寄付をした方は、記念誌がもらえちゃう！

その 3
裏面へ

「卒業２５年記念事業のお手伝いをしよう！」

さらに
塾生
注目!

本事業は、1992
本事業は、1992 年三田会同期からなる実行委員会の
年三田会同期からなる実行委員会のメンバーに
委員会のメンバーによ
メンバーによ
り企画・運営されています。
企画・運営されています。約
運営されています。約 6,650 名の同期に本事業を周知し、
名の同期に本事業を周知し、
賛同を得るには
賛同を得るには、一人でも多くの
を得るには、一人でも多くの皆さん
、一人でも多くの皆さんのお力添えが必要
皆さんのお力添えが必要です。
のお力添えが必要です。
是非、
是非、一緒に活動していき
一緒に活動していきませんか
ていきませんか!?
ませんか!? 関東圏だけでなく、全国、
海外からの参画も大歓迎です。一緒に盛り上げたい！
海外からの参画も大歓迎です。一緒に盛り上げたい！って方は是非
一緒に盛り上げたい！って方は是非
1992 年三田会卒業 25 年記念事業事務局まで
年記念事業事務局までご連絡下さい
事務局までご連絡下さい！
ご連絡下さい！

info@1992mitakai.org
1992 年三田会通信 Vol.1
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行：1992 年三田会 卒業 25 年記念事業 事務局
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１９９２年三田会ホームページ：
１９９２年三田会ホームページ：http://1992mitakai.org

その 4
裏面へ

さらに塾生注目！ その 1
まずは「
まずは「1992 年三田会ホームページ」（以下 公式 HP）
HP）にアクセス。

http://1992mitakai.org
TOP ページ、又は「
ページ、又は「名簿の整備」の「会員ログイン」からログイン。
名簿の整備」の「会員ログイン」からログイン。
初回のみ、趣意書
初回のみ、趣意書と
趣意書と同封書類に記載され
同封書類に記載されたＩＤナンバーが必要となり
書類に記載されたＩＤナンバーが必要となり
ます。そして、
ます。そして、名簿情報の確認・更新
そして、名簿情報の確認・更新を行って下さい。
名簿情報の確認・更新を行って下さい。
ＩＤナンバーが不明な方は、
ＩＤナンバーが不明な方は、1992
ナンバーが不明な方は、1992 年三田会卒業 25 年記念事業事務局までお問い
年記念事業事務局までお問い
合わせください。公式
わせください。公式 HP のお問い合わせフォーム、
のお問い合わせフォーム、または info@1992mitakai.org
また、趣意書が届いていない方も、
、趣意書が届いていない方も、同様にお問い合わせ下さい
同様にお問い合わせ下さい。
にお問い合わせ下さい。

さらに塾生注目！ その 2
今後、
今後、様々な公式同窓会
様々な公式同窓会を鋭意企画して
公式同窓会を鋭意企画してい
を鋭意企画しています！
慶早戦観戦
慶早戦観戦、
観戦、92 の日、ゴルフコンペ、ＢＢＱ、
の日、ゴルフコンペ、ＢＢＱ、蔵元ツアー、
ゴルフコンペ、ＢＢＱ、蔵元ツアー、ラーメン二郎
蔵元ツアー、ラーメン二郎 etc.
詳細は公式 HP にて随時アップデート。お見逃しなく！

皆さんが幹事になって
同窓会を開こう！
皆さんが幹事になって、
幹事になって、同窓会を開こう！
「不慣れな幹事役は
不慣れな幹事役は不安だなぁ
不安だなぁ～
だなぁ～」そんな方のため
」そんな方のために
方のために「同窓会パッケージプラン」
をご用意しました。塾員が経営する美味しいお店をリストアップ
をご用意しました。塾員が経営する美味しいお店をリストアップ。
塾員が経営する美味しいお店をリストアップ。料理・飲物
料理・飲物・税
すべて込々の
すべて込々の金額設定に
金額設定に！会費の設定も楽チンです。どうぞご利用下さい！
設定に！会費の設定も楽チンです。どうぞご利用下さい！
http://1992mitakai.org
詳細は公式 HP をご覧ください。

さらに塾生注目！ その 3
◎募金単位
募金単位 個人名義 一口 10,000 円 できましたら 3 口以上お願いします。
口以上お願いします。
法人名義 一口 50,000 円 できましたら 2 口以上お願いします。
口以上お願いします。
◎募金期間 2016 年 4 月 1 日～2017
日～2017 年 4 月 30 日
◎寄付の方法は 3 通り
1）クレジットカード 公式 HP から利用
から利用可能
http://1992mitakai.org
利用可能
※ ログインが必要。初回のみ要ＩＤナンバー
2）専用振込用紙による振込
専用振込用紙による振込
※ 振込人氏名及び名義
振込人氏名及び名義の前に、ＩＤナンバーの記載が必要
氏名及び名義の前に、ＩＤナンバーの記載が必要。
の前に、ＩＤナンバーの記載が必要。
3）専用振込用紙を利用しない振込
三井住友銀行 三田通支店 普通 8421503
1992 年三田会卒業 25 年寄付金口（1992
年寄付金口（1992 ミタカイキフキングチ）
※ 振込人氏名及び名義の前に、
振込人氏名及び名義の前に、ＩＤナンバー
の前に、ＩＤナンバーの記載が
ＩＤナンバーの記載が必要
の記載が必要。
必要。
※ 法人名義
法人名義の
の
場合には、その旨を必ず事務局までお知らせください。
名義
詳しくは
詳しくは「卒業 25 年記念事業のご案内」事業趣意書の p.8
p.8 p.10
p.10
または、公式
http://1992mitakai.org
または、公式 HP をご覧ください。
寄付をして頂いた方には、記念誌
寄付をして頂いた方には、記念誌を
記念誌をお届け致します。（2017
（2017 年 12 月発送予定）

さらに塾生注目！ その 4
本記念事業を盛り上げるため、私たちと一緒に、活動していきませんか
本記念事業を盛り上げるため、私たちと一緒に、活動していきませんか!?
活動していきませんか!?
今まで育んできた慶應義塾
今まで育んできた慶應義塾の
慶應義塾のこの仲間なら
この仲間なら、
なら、新たに出会った慶應義塾のこの仲間なら、
新たに出会った慶應義塾のこの仲間なら、
あなたの
あなたのこれからの人生に、きっと大きな
これからの人生に、きっと大きなチカラと
に、きっと大きなチカラとなってくれることでしょう！
チカラとなってくれることでしょう！
1991 年三田会の先輩たち
年三田会の先輩たちが
たちが口々におっしゃっていました。
口々におっしゃっていました。
「卒業 25 年に参加して、この 1 年、楽しくて
楽しくて楽しくて仕方なかった
楽しくて仕方なかった！
仕方なかった！」と。
来年の今頃、私たちもきっと同じ思いでいることでしょう！
来年の今頃、私たちもきっと同じ思いでいることでしょう！
あなたからのご連絡
あなたからのご連絡を、心より
ご連絡を、心よりお待ちし
を、心よりお待ちしており
お待ちしておりま
ております。
公式 HP のお問い合わせフォーム、
のお問い合わせフォーム、または
または info@1992mitakai.org

