
FAX

夕学講座
サ テライト

せきがく

料金後納

ゆうメール

　　　　 ●お申込の流れは裏面の「申込要領」をご覧ください。
●ご入金は、必ず受講申込書に記入されたお申込者様の名義でお願いいたします。
●受講料の未使用分の払い戻しや、一旦納入された受講料は返金できませんので予めご了承ください。
●受講券は、2011年度後期開催の該当する講座に限り有効となります。
●原則として、受講券発行後の講座変更はできませんが、他講座に空きがある場合に限り、振替が可能です。振替時は必ずKORC事務局へご連絡ください。

お支払名義

※　「 1講座」をお申込の方は、右記の講演予約に希望する講演をご記入ください。
※　お申込枚数3枚につき500円割引いたします。

希望する 希望しない

□勤務先
□自宅

注意事項

申込者情報

氏 名

住 所

勤務先 会社・
団体名

所属 役職

都 道
府 県

〒

E-mail

TEL　 (　　　　　)　　　　　　-　　　　　　　  FAX　 (　　　　　)　　　　　　-

フリガナ

講演予約 予約希望の講演に枚数をご記入ください。

06-6450-1032

“いま”を感じる14講演

06-6450-1030

受講券申込枚数　枚数と合計金額を必ずご記入ください。（税込）

10/ 6（木）
石倉 洋子 枚

10/11（火）
山折 哲雄 枚

10/18（火）
金子 郁容 枚

10/20（木）
前刀 禎明 枚

11/ 2（水）
加藤 嘉一 枚

11/ 9（水）
千住 　博 枚

11/15（火）
村山 　斉 枚

11/30（水）
佐山 展生 枚

12/ 8（木）
本田 直之 枚

12/20（火）
宮脇 　昭 枚

1 /12（木）
夏野 　剛 枚

1 /17（火）
池尾 恭一 枚

1 /25（水）
宗次 德二 枚

1 /31（火）
武石 　彰 枚

2011年度後期講演予約申込書
※受講券は2011年度後期の講演に限り有効です。

FAX申込：左記に必要事項を
ご記入の上お送りください

Web申込：下記URLまで

お問い合わせ：『夕学講座』KORC事務局
http://www.korc.keio.ac.jp

平日  9:30
     -17:30( )

【個人情報の取扱いについて】お申し込みにあたり、お客様からいただいた氏名、住所等の個人情報は本講演の開催に関する諸連絡および慶應義塾からのご案内をお送りする目的でのみ使用し、
原則として第三者に開示いたしません。なおご提供いただいた情報に関するお問い合わせはKORC事務局までお願いいたします。

慶應学術事業会　主催

円

25,000円全講座予約券

×　　　   枚＠2,000円1講座

合計金額

今後、慶應義塾からの案内を

個　人

法　人

東京開催の講座を生中継



夕学講座
サ テライト

せきがく

6（木） 石倉 洋子 「「OR」から「AND」への戦略シフト」

11（火） 山折 哲雄 宗教学者

慶應義塾大学大学院政策・
メディア研究科 教授

慶應義塾大学大学院
メディアデザイン研究科 教授

「大災害に向き合う日本人のこころ」

20（木） 前刀 禎明 株式会社リアルディア　代表取締役社長、
元アップルコンピュータ(株)代表取締役 「五感を活かすセルフ・イノベーション」

「東北大震災と新しい公共」18（火） 金子 郁容

上記は8 /18現在の予定です。事情により、講演者・日程等が変更となる場合がありますことをご了承ください。主催：株式会社慶應学術事業会

2011年度後期講演予定

8（木） 本田 直之 レバレッジコンサルティング株式会社
代表取締役社長 「7つの制約にしばられない生き方」

20（火） 宮脇 昭
「スマートフォン時代の新しい社会とビジネス」

「マッチング・ビジネスとしてのマーケティング」

12（木） 夏野 剛 慶應義塾大学大学院政策・
メディア研究科 特別招聘教授

17（火） 池尾 恭一
25（水） 宗次 德二 株式会社壱番屋

創業者特別顧問 「夢を持つな！　目標を持て！」

31（火） 武石 彰 京都大学大学院経済学研究科 教授 「経済社会変革としてのイノベーション」

9（水） 千住 博 「美とは何か」

15（火） 村山 斉 「宇宙に終わりはあるのか」

30（水） 佐山 展生 「リーダーの危機突破力」

2（水） 加藤 嘉一 北京大学研究員、
英フィナンシャルタイムズ中国版コラムニスト 「内から見た中国、外から見た日本－そして世界」

慶應義塾大学大学院経営管理研究科
ビジネス・スクール 教授1

月

画家・京都造形芸術大学 学長

GCAサヴィアングループ株式会社　取締役、
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

横浜国立大学名誉教授、
（財）地球環境戦略研究機関国際生態学センター長

東京大学国際高等研究所　
数物連携宇宙研究機構 機構長・特任教授、
カリフォルニア大学バークレイ校　物理学教室 教授

10
月

12
月

11
月

慶應学術事業会　主催

● 大阪梅田から1駅、便利なアクセス
● 東京の講座を生中継
● 講演の最後には質問時間あり
● 福澤諭吉生誕地記念碑から徒歩1分

申込要領 お申込み・お問合せ先

時間

随時受付　※定員になり次第締切

18:30～20:30（開場18:00）

定員 60人／回

締切

会場 慶應大阪リバーサイドキャンパス（ＫＯＲＣ）

①申込み登録（ 9 / 6（火）10：00より受付開始）
http : //www.korc.keio.ac.jp/よりお申込みください。
または、本紙裏面、「受講申込書」に必要事項を記入しFAXにてお送りください。

②受講料請求書を受領

③受講料の支払い
請求書に記載の指定期日までにお振込みください。
（振込手数料はご負担願います）
ご入金は、必ず受講申込書に記載されたお申込者様の名義でお願いいたします。

④受講決定通知（受講券）を受領

⑤当日、講座を受講

申込登録を事務局が確認後、事務局より請求書を郵送（またはE－Mail）にて
お送りいたします。

事務局でご入金を確認後、「受講決定通知（受講券）」を郵送（またはE－Mail）
にてお送りいたします。

必ず「受講決定通知（受講券）」をご持参ください。

大阪駅から徒歩13分
JR新福島駅、阪神本線・
福島駅から徒歩5分
京阪中之島線・
中之島駅・渡辺橋駅より徒歩5分
JR福島駅、市営地下鉄四つ橋線・
肥後橋駅から徒歩7分
※キャンパスには駐車場はございません。
公共交通機関をご利用ください。

慶應大阪リバーサイドキャンパス（KORC）事務局
〒553－0003 大阪市福島区福島1－1－12　堂島リバーフォーラム3階
TEL：06－6450－1030（平日9：30～17：30）　 　FAX：06－6450－1032
URL：http : //www.korc.keio.ac.jp/　　E－Mail：keiokorc@info.keio.ac.jp

講演のお申込みは
http://www.korc.keio.ac.jp/
をご利用ください。（ 9 / 6（火）10:00より受付開始）

講演のお申込みは
http://www.korc.keio.ac.jp/
をご利用ください。（ 9 / 6（火）10:00より受付開始）

「いのちの森を育てよう　　　　　　　　　　」～エコロジーの
　　　　脚本にもとづいて～

『夕学サテライト講座』は慶應義塾の社会人教育機関
である慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）の定例講演会
『夕学五十講』を遠隔配信によりリアルタイムで受講する講座
です。

『夕学サテライト講座』は慶應義塾の社会人教育機関
である慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）の定例講演会
『夕学五十講』を遠隔配信によりリアルタイムで受講する講座
です。


