
FAX

　　　　 ●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、2013年度後期開催の該当する講演に限り有効となります。
●原則として、受講券発行後の講演変更はできませんが、他講演に空きがある場合に限り、振替が可能です。振替時は必ずKOCC事務局へご連絡ください。

お支払名義

※　「 1講演」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。
※　「 1講演券」をお申込の場合、一度のお申込枚数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。

06-6359-5548

“いま”を感じる15講演
グランフロント大阪に開校した慶應大阪シティキャンパス

06-6359-5547

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） 1 / 9（木）
出雲 　充
1 /21（火）
山崎 　亮
1 /28（火）
國領 二郎

枚

11/ 7（木）
三浦 雄一郎 枚

11/12（火）
安藤 忠雄 枚

11/21（木）
駒崎 弘樹 枚

11/27（水）
池内 　了 枚

枚

枚

1 /31（金）
篠田 謙一 枚

12/ 5（木）
小幡 　績 枚

10/ 2（水）
佐藤 　優 枚

10/ 8（火）
楠木 　建 枚

10/15（火）
細谷 　功 枚

10/16（水）
千住 真理子 枚

10/29（火）
澤上 篤人 枚

10/31（木）
橋爪 大三郎 枚

2013年度後期 講演予約申込書
※受講券は2013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
（9/6（金） 11:00より受付開始）

お問い合わせ：『夕学講座』KOCC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KOCC事務局までお願いいたします。

円

25,000円全講演予約券

×　　　   枚＠2,000円1講演券

合計金額

今後、慶應義塾からの案内を

個　人

法　人

夕学講座
サテライト

せきがく

慶應学術事業会　主催



夕学講座
サテライト

せきがく

上記は8 /30 現在の調整予定です。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

2013年度後期講演予定

1
月

10
月

12
月

11
月

慶應学術事業会　主催

● グランフロント大阪（北館タワーC）内の
　 便利なアクセス
● 東京丸の内の講座を生中継
● 講演の最後には質問時間あり

申込要領 お申込み・お問合せ先

時間

定員
受講料

随時受付　※定員になり次第締切締切
会場

①申込み登録（ 9 / 6（金）11：00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。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。
（振込手数料はご負担願います）

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。 ※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。

慶應大阪シティキャンパス（KOCC）事務局
〒530‒0011 大阪市北区大深町3‒1  グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 北館タワーC 10階
TEL：06－6359－5547（平日 9：30～17：30）　 　FAX：06－6359－5548
URL：http : //www.korc.keio.ac.jp/　　E－Mail：keiokorc@info.keio.ac.jp

『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。

90人／回

講演のお申込みは
http://www.korc.keio.ac.jp/
をご利用ください。（ 9 / 6（金）11:00より受付開始）

18:30～20:30（開場18:00）

全講演予約券　25,000円　※『1講演券」申込の場合、
　　1講演券  @2,000円　　3枚一括申込で500円割引

2（水） 佐藤 優 「安倍外交は国益を体現できているか」作家・元外交官

ビジネスコンサルタント

ヴァイオリニスト

8（火） 楠木 建 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 「経営センスの論理」

「『組織の老化』のメカニズムと対処法」

16（水） 千住 真理子 「生命の音、音の力」

15（火） 細谷 功

上記は8 /30 現在の調整予定です。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。

21（木） 駒崎 弘樹 「社会を変えるを仕事にする！～社会起業家という生き方～」

「科学は終焉するのか？～「科学の限界」に当面して～」

9（木） 出雲 充 株式会社ユーグレナ
代表取締役社長

21（火） 山崎 亮 株式会社studio-L代表、
京都造形芸術大学教授

澤上 篤人 さわかみ投信株式会社
取締役会長 「個人の長期投資が日本を育てる」

31（木） 橋爪 大三郎 「ビジネスパーソンよ、宗教を学べ」

7（木）

29（火）

三浦 雄一郎 「人生はいつも「今から」～80歳エベレスト登頂を終えて～」プロスキーヤー、
クラーク記念国際高等学校校長

12（火） 安藤 忠雄 「創造力を磨く」建築家・東京大学名誉教授

社会学者

認定NPO法人 フローレンス
代表理事

27（水） 池内 了 総合研究大学院大学
理事・教授

「ソーシャルな資本主義」

「人類20万年の旅と日本人の起源」

「ミドリムシが地球を救う」

「問題解決メソッドとしてのコミュニティデザイン」

28（火） 國領 二郎 慶應義塾大学総合政策学部教授、
慶應義塾常任理事

31（金） 篠田 謙一 国立科学博物館人類研究部
人類史研究グループ長

「アベノミクスとバブル」5（木） 小幡 績 慶應義塾大学大学院経営管理研究科、
ビジネス・スクール准教授

JR大阪駅、阪急梅田駅、阪神
梅田駅、地下鉄梅田駅・西梅
田駅・東梅田駅より徒歩。

北館タワーC 1階のオフィス
エントランスよりナレッジオフィス
専用エレベーター（B）で10階へ。

慶應大阪シティキャンパス（ＫＯCＣ）


