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2019 年度ニューヨーク三田会総会開催要項 

 

開催日： 2019 年 9 月 3 日（火曜日） 

時間： 午後 6 時受付開始（2 階、Cambridge Room） 
午後  6 時 15 分： カクテルレセプション（2 階、Cambridge Room）  

午後  7 時 05 分： 総会開会（1 階、Harvard Hall） 
午後 10 時 00 分： 閉会 

会場： Harvard Club of New York City 
Address: 35 West 44th Street, New York, NY 10036-6645 
（44 丁目北側、5 番街と 6 番街の間。Grand Central 駅から徒歩 5 分。） 
Phone: 212-840-6600 
Website: https://www.hcny.com/ 

会費： 学部卒業年（西暦） お一人あたり 

2010～2019 $110 

2000～2009 $160 

  ～1999 $170 

会費について ：  会費には“くじ引き”のチケット代金（2 枚相当）を含むものとしており
ます。当日レセプション会場にてお受取り下さい。従来通り、当日会場でも“くじ引き”
チケットをお求めになれますので、詳細は下記“くじ 引きについて”をご参照下さい。 

申込方法：  １）「ニューヨーク三田会オンラインシステム」にて申込される方    
           下記リンクよりお申込手続きのほどお願い申し上げま

す。  http://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatI
D=38 
（画面が開かない場合は、ブラウザーに上記 URLを直接入力して下さい。） 
User ID と Password を入力後、フォームに入力の上で送信下さい。 ご質問
等は helpdesk@nymitakai.com までお問い合わせ下さい。    
尚、お支払は下記のいずれかの方法でお願いします。 
a) Venmo での送金 

New York Mitakai (アカウント名） または 
NY-Mitakai（ユーザー名） 宛にご送金下さい。 

b) 小切手での郵送 
下記 2)をご参照ください。 

事務手続きの関係上、Venmo のアカウントをお持ちの方は Venmoでのお
支払いをお願い致します。 

2)  郵送にて申込される方 
添付資料 3～4 ページ目の参加申込書・名簿連絡先確認書をご記入 の上、小切手
を添えて下記住所までご送付下さい。 (宛名と宛先が異なり ますのでご注意下さい) 

 
 

申込締切日： 2019 年 8 月 26 日（月） 必着！   
例年、締め切り間近にお申し込みが集中しますため、準備の都合上、お早めのお申し込みにご協力をお

願い申し上げます。尚、お申し込みはお支払い確認をもって完了とさせて頂き、お申し込み後のキャンセ

ルについてはご返金致しかねますので、予めご了承ください。 
 

 

送付先宛名：  New York Keio Univ. Alumni Association 送付
先住所：  P.O. Box 912 New York, NY 10163  
小切手 宛先：  (Payable to) New York Mitakai 

 

https://www.hcny.com/
http://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatID=38
http://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatID=38
mailto:helpdesk@nymitakai.com
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名簿と連絡先：名簿用データベースの作成・更新のため、郵送でお申し込みの方は出欠に 
             かかわらず、名簿連絡先確認書も一緒にご返送にご協力をお願い申し上げます。 

 

くじ引き： 当日は豪華賞品をご用意し、例年通りくじ引きを計画しておりますので奮って 

ご参加下さい。 

尚、くじ引きチケットの売上は、追加会費（3 ページご参照）と併せて、
NY 三田会総会の開催・運営のための貴重な財源となっております。
NY 三田会の将来に亘る継続運営に向けて、誠に恐縮ではございます
がご賛同頂けます場合には二口以上（一口 20 ドル）の追加でチケット
購入にお力添えを賜れますと幸いです。 

追加のくじ引きチケットは、当日会場にてお求め頂けます。会場の規定により 
現金販売はできませんので、お手数をお掛けしますが   必ず小切手（Check
のご用意をお願い申し上げます。 

また、塾員の方々に、くじ引き賞品のご協賛をお願い致しております。企業・ 
個人を問わず、ご協力頂ける場合は以下のリンク先のフォームに記入のうえ 
送信賜りたく、お願い申し上げます。 

 

https://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatID=39 
（画面が開かない場合は、ブラウザーに上記 URL を直接入力して下さい。） 

 

 
 

ご不明な点がございましたら下記担当者までご連絡下さい。 
 
2019 年度総会実行委員長 寺崎  京子 

 

2019 年度総会実行委員 
 

 
 

 

 
 

以 上 

総会当日、会場での現金の受け取りは厳禁です。 
お手数ですが小切手（Check）のご用意をお願い申し上げます。 

https://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatID=39
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2019   年度ニューヨーク三田会総会参加申込書（郵送用） 
 

2019 年度三田会総会に 出席 ・ 欠席 

（いずれかを囲んでください） 

締切日： 2019 年 8 月 26 日（月）必着でお願い致します。  
小切手： (Payable to) New York Mitakai 

宛先： New York Keio Univ. Alumni Association 
P.O. Box 912 New York, NY 10163 
E メール: sokai@nymitakai.com 

 

ご欠席の場合も、名簿アップデートのため、ご返信ください。  
皆様からの追加会費（※）は、会員各位への連絡、ホームページ作成管理などの重要な財源となっ

ており、二口以上お願いできれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前（ご本人様） 
 

同伴者名 
（同伴者のいらっしゃる方のみ） 

 

※追加会費はくじ等はつかない純粋な寄付となります。 
※※同伴者の方の会費はご本人様と同額です。 

〔アンケート〕 今回の総会は何をご覧になってお知りになったかを下記から選択下さい。 
 

□ 会員向けメール □ 会員向けメールマガジン □ NY 三田会ホームページ 

□ 慶応義塾塾員ホームページ  □ “週間 NY 生活”広告 □ 友人・知人からの紹介 

□ その他（ ） 
 

ご協力ありがとうございました。 

卒業年（西暦）  会  費 出席人数 合  計 

2010-2019  $ 110  名 $ 
2000-2009  $ 160  名 $ 

-1999  $ 170   

小    計  名 $ 

追加会費（一口）  $ 10  口 $ 

合  計 $ 

mailto:sokai@nymitakai.com
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名簿連絡先確認書（郵送用） 
 

連絡先の掲載： 勤務先のみ ・ 自宅のみ ・ 両方 
（いずれかを囲んでください） 

昨年度名簿の記載事項変更：         なし ・ あり 
（いずれかを囲んでください） 

 

 

 

 
 

氏名（漢字） 氏名（カタカナ）  

Last Name First Name  

卒業年（西暦） 
 学部 学科  

所属ゼミ 
  体育会  

同好会・サークル 
    

自宅住所 

（Street Address） 
    

City 
 State Zip 

Code 
 

自宅電話番号 
携帯電話 
番号 

 

自宅 E-Mail 
  FAX  

勤務先 
（英文正式名） 

    

勤務先住所 

（Street Address） 
    

City 
 State Zip 

Code 
 

勤務先電話番号 
 FAX   

勤務先 E-Mail 
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ニューヨーク三田会会員各位 
2019 年 8 月吉日 

 
ニューヨーク三田会会長 

植野  素明  
ニューヨーク三田会総会実行委員長 

寺崎  京子 

 
 
 

拝  啓 

 
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 平素はニューヨーク三田会に多大なるご理解
ご支援をいただき厚く御礼申し上げます。 

 

さて、別紙にてご案内致しました通り、本年 9 月 3 日にハーバードクラブにてニューヨーク三田会総
会を開催する予定となっております。 

 

つきましては、今年も例年通り、くじ引き賞品のご提供・ご協力をお願いしております。昨年度につき
ましては、皆様方の多大なるご協力により、多くのくじ引き賞品をご提供いただき、厚く御礼申し上
げます。今年も昨年同様、賞品のご提供を賜りたく、宜しくご協力のほどお願い申し上げます。 

 

ご希望に応じて、今回も賞品をご提供いただく皆様の情報をニューヨーク三田会ウェブサイト及び
当日に配布するプログラムに掲載させていただきます。尚、誠に勝手ながら、掲載順につきまして
は基本的に先着順とさせていただきますが、編集上の都合で変更もありうる点もご了承下さい。 

 

お忙しいところ大変お手数ながら、ご協力いただける皆様には、「ニューヨーク三田会オンラインシ
ステム」（https://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatID=39）よりご登録いただきた
くお願い申し上げます。 

 

敬  具 

 

https://secure.keio.edu/mitakai/form/formAutoCreate.aspx?FormatID=39
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