100 周年記念拡大東京大会
～第 5 回地域ソフィア会全国大会／各種ソフィア会全国大会～
（2013 年秋季全国代議員会 同日開催）

期日：2013 年 10 月 19 日(土)～20 日（日）
会場：上智大学四谷キャンパス
主催：上智大学ソフィア会
運営：100 周年記念拡大東京大会実行委員会
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歓迎のご挨拶
上智大学ソフィア会会長

和泉法夫（1970 理機/1972 文社）

会員の皆様には平素より、上智大学ソフィア会活動に対しては多大なご理解と
ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、ご案内のように上智大学は今年創立 100 周年を迎え、ソフィア会もさま
ざまな関連行事を企画し、すでにそのいくつかを実施してきました。中でも、 去
る 5 月 26 日に開催したオールソフィアンの集い（100 周年記念祭 ASF）に
は 2 万 4,000 人を超える来場者があり、ソフィア会の 100 周年行事に対するみなさまの関心は非常に
高いものがあると認識しています。
こうした中で、私どもが今秋の 100 周年記念行事の重要行事として位置付けているのが、この「100
周年記念拡大東京大会」です。ソフィア会は 2009 年から、国内外の地域ソフィア会の会員の皆様の
相互交流と各ソフィア会活動の活性化を目的に、地域ソフィア会全国大会を開催してきました。
第一回の九州大会を皮切りに、関西大会、山梨大会、函館大会とこれまで合計 4 回の全国大会を開催し
てまいりましたが、創立 100 周年を迎える今年は、国内外に 248 を数える地域ソフィア会および各種
ソフィア会の全国大会として、この「100 周年記念拡大東京大会」を開催いたします。
特に今回の大会は創立 100 周年を機に、新たに上智大学が迎える 100 年を展望する「ソフィア
NEXT100 プロジェクト」を考え提言するという、きわめて意義ある大会となります。
多くのソフィア会会員のみなさまの積極的なご参加をお願い申し上げます。

「100 周年記念拡大東京大会」実行委員長 佐藤正由起（1971 年理機）
副実行委員長 佐藤 光利（1979 年経営）
多様な価値観、不確実性、厳しい競争社会、こうした時代に上智大学は

S 佐藤正由起（左）、佐藤光利（右）

100 周年を迎えました。今までソフィアンは、あまり群れずに、立派に活躍してきました。では、次の 100
年、どのように活動していったらよいのでしょうか？

そろそろ、ソフィアン同士もっと協力し合って

生きていくのはどうでしょうか？
そこで、ソフィア会では次の 100 年への提言として「ソフィア NEXT１００プロジェクト」を立ち上げま
した。このプロジェクトでは、できるだけ多くのソフィアンが日常的に参加できるようなテーマを設け、
役に立ったり、ほっとできたり、助け合ったりできる楽しい活動をしていこうとするものです。ビジネス、
ライフ、アート、ボランティア、ウーマン等々の分野で少しずつ活動が始まっています。
今年の拡大東京大会は、このような背景のもとに、地域ソフィア会の皆様ばかりではなく、各種ソフィア会、
代議員の皆様にもご参加いただき、次の 100 年への活動を実感いただきたいと存じます。
当日は、「ソフィア NEXT１００プロジェクト」での各活動のご案内、次の 100 年へ向けての全体として
の「東京宣言」の他、学内ツアー、懇親会、2 次会、エクスカーション（ソフィアスペシャル・バスツアー）
等の催しも計画しておりますので、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
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100 周年記念拡大東京大会（第 5 回地域ソフィア会全国大会／各種ソフィア会全国大会）
◆開催日：2013 年 10 月 19 日(土)～20 日（日）
◆会場：上智大学四谷キャンパス
◆スケジュール：
＜10 月 19 日（土）＞
時間

項目・内容

会場・備考

1 回目（11 時～12 時） 四谷ｷｬﾝﾊﾟｽ学内ミステリーツアー
2 回目（13 時～14 時） （申込者のみ。参加無料）*1

各回 2 号館ロビー集合
四谷キャンパスのホットスポット巡
り。どこを回るかは当日のお楽しみ?!

12:20～14:00

2013 年秋季全国代議員会

10 号館講堂（代議員の方は代議員会

※代議員の方のみご出席ください

終了後、そのまま会場に残ってください）

13:00～14:00

受付（100 周年記念拡大東京大会）

10 号館講堂ロビー

14:10～14:30

100 周年記念拡大東京大会開会
・大会挨拶：
ソフィア会会長 和泉法夫
上智学院理事長 髙祖敏明様
上智大学学長
滝澤 正様
大会実行委員長：佐藤正由起

10 号館講堂

NEXT100 プロジェクト
各ワークショップ発表会

各会場（1 号館/3 号館 各教室、

100 周年記念拡大東京大会

10 号館講堂

全体会議

（大会参加者全員集合）

14:40～16:20
16:40～17:20

（代議員/大会参加者全員集合）

10 号館講堂）

＜ソフィア NEXT100 プロジェクト
からの提言＞

・「東京宣言」
・委嘱状授与
（第６回地域ソフィア会全国大会）

等

17:40～19:10

懇親会（申込者のみ）*2

2 号館 5 階マルシェ

19:30～21:00

懇親会二次会（申込者のみ）*3

主婦会館プラザエフ（JR 四谷駅前）

*1：キャンパスツアー 参加費無料 事前申込みが必要となります。
*2：懇親会参加費 \4,000 事前申込み、事前振込みが必要となります。
*3：二次会参加費 \3,000 事前申込み、事前振込みが必要となります。
※二次会は会場スペースの関係で 130 名様までの先着申込み順とさせていただきます。
＊四谷までの交通と宿泊につきましては、各自にてご手配いただくよう、よろしくお願いいたします。

＜10 月 20 日（日）＞エクスカーション ソフィアスペシャル・バスツアー
「上智大学都内キャンパス巡りと東京スカイツリー」
→ P9～P11 ご参照
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ソフィア NEXT１００プロジェクトとは

ソフィア NEXT100 プロジェクトがスタート
――暮らしにもっと、ソフィアを。
拡大東京大会の最大の目的は、上智大学創立 100 周年を機に次の 100 年を見据え、ソフィア会
の新たな活動指針を明らかにすることです。
それを私たちは「ソフィア NEXT100 プロジェクト」と名付けました。100 年を展望すると
いうきわめて壮大なテーマではありますが、それを正面から、真面目に考えようというのがこの
大会の主旨なのです。
●次の 100 年を作るのは私たち自身
これまでの 100 年間、数多くの教職員や学生たちが上智大学に足跡を残してきました。その数は
教職員で数万人、また学生は 10 数万人に達しています。そして今でも、毎年数千人の新しい学生
が入学し、そして多くの学生が巣立っていきます。
つまり、この 100 年という上智大学の歴史を作ってきたのは、ある限られた人ではなく、ソフィ
アという旗のもとに集まった、特定できない、そして絶えず流れゆく数多くの人々だったのです。
しかし、その数万人、10 数万人という人たちは決して、バラバラの、孤立した存在ではありませ
ん。必ず心の底にソフィアへの思いを抱き、“Men and Women for Others、with Others”
という上智スピリットを宿しています。
上智大学の次の 100 年（ソフィア NEXT100）は、その上智スピリットを心の底に抱いた数多
くのソフィアンによって形作られるはずです。
●ソフィアという「居場所」を提供する
今、たまたま上智大学やソフィア会とも“離れて”いる人も多いと思います。自分自身の思いの
中で、上智大学とは無縁に日々の生活を送り、仕事や趣味で人とつながり、新たな仲間と交流して
いる人もいるでしょう。
ソフィア NEXT100 プロジェクトでは、今このようにそれぞれの世界で生きている人たちに
“ソフィア”という共通の「居場所」を提供し、「ネットワーク」を作り上げたいのです。
大学を卒業したからといって、大学と縁が切れるわけではありません。大学で学び、仲間と過ご
した日々は、ひとりひとりの心から消えることはないからです。
この拡大東京大会では、毎日の暮らしの中に豊かに息づく「ソフィアの新しいつながり」を提案し
てまいります。そして、ワークショップという形で、そのいくつかの形をお見せしたいと思います。
100 周年の今こそ、「暮らしにもっと、ソフィアを。」
おもしろそうだな・・・

100 周年記念

と思ったら、まずはお問い合わせください

拡大東京大会実行委員会
Next100@sophiakai.gr.jp
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担当者からご連絡
いたします

ワークショップのご案内
私たち自身が作る「ソフィア NEXT100 プロジェクト」。
地域ソフィア会や各種ソフィア会で活動・活躍されている方はもとより、
いまソフィア会に参加されていらっしゃらない方にこそ、次の 100 年を見据えた
このプロジェクト・活動にご参加いただきたいという想いを込めて、
「ソフィアの新しいつながり」をワークショップという形でご提案いたします。
以下は一例ですが、ご興味のあるワークショップに是非ご参加ください。
★下記以外にも、
“上智らしさ”を体現する様々なワークショップが鋭意検討されています！
新しい「つながり」を見出せるワークショップへのご参加・ご提案、お待ちしています★
テーマ
ソフィア･
ウーマン

概

要

ゲスト、パネラー、スピーカー等

ゲストトーク＆プチセッション
「あなたの未来予想図を描いてみよう」

ネットワーク

ゲスト：
・海外法人安全協会理事
ロングステイ財団政策審議会委員
相模女子大講師
福永佳津子さん 1971 文英

ソフィアン女性の「Home&Hub(つな
がり拠点）) づくりを目指すソフィ
ア・ウーマンネットワークです。
３つの世代の女性の生き方について、 ・株式会社ＵＨＭ代表取締役
上智大学出身で生き生きと活躍して
庭のホテル東京 総支配人
いらっしゃるゲストにトークをして
木下 彩さん 1982 外英
いただき、その後、参加者同士で、
自分自身の未来と現在についてシェ ・ﾘﾌﾞﾗ司法書士・行政書士事務所長
アしたいと思います。
内田真由美さん 2001 外葡
ボランティア

上智スピリッツとボランティア活動 ゲスト：
について考えます。
・町屋セツルメント セトラー
古屋毅さん 1957 経商 他
50 年前に行われていた上智厚生館
「町屋セツルメント」での活動を振り ・メイク･ア･ウィッシュ
返りながら、難病と闘う子どもたちが
大野寿子さん 1973 文新
夢をかなえることによって、自信・希
望・笑顔を得、多くの人を巻き込んだ ・Passarela Arco-iris の皆さん
喜びへと広がるメイク・ア・ウィッシ
ュ活動や、ポルトガル語学科有志のメ
ンバーで結成された在日ブラジル人
学 校 支 援 サ ー ク ル の Passarela
Arco-iris の活動を紹介します。
過去→現在→未来と繋がる上智のボ
ランティアスピリッツこそ誇りです。
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テーマ
企業･経営

概

要

ゲスト、パネラー、スピーカー等

持続可能な社会と企業の相乗発展を パネラー：
考える
・国際教養学部

教授

岡田仁孝先生
リーマンショックにより、いわゆる
「グローバル金融経済」が破綻し、こ ・ヒゲタ醤油㈱ 代表取締役
れからの経済活動･企業経営には新た
濱口敏行さん 1967 経経
な価値観からのアプローチが求めら
れています。そもそも日本的経営にお ・経営倫理実践研究センター
ける競争と協力の構造はグローバル
フェロー
な視点からはどのような評価をされ
勝西良典さん 2003 院後哲
ているのでしょうか？
今後の社会と企業との係わり合いの
方向性と課題を現役経営者の意見を
お聞きし考察します。
起業・独立・ 上智出身で起業を考えている方、起業 スピーカー：
ベンチャー
されて間もない方、すでに成功されて ・アンビシャスネット㈱
いる方のネットワークを広げよう
代表取締役
藤井裕志さん 1978 文仏
成り行きで「脱サラ→起業」してみた
ら、色々ありましたが今は何とか上手 ・青敬経営塾 塾長
く行っているお二人のソフィアン。そ
青松敬明さん 1990 外英
んなお二人が上智出身の若い起業家
に最近出会いました。「彼こそアント ・㈱U-NOTE
レプレナーかも！」 そこはそれなり
に場数を踏み、修羅場を見てきたお二
人で諸々応援することに。皆さんも
応援、よろしくお願いいたします。
上智の
アフリカを知ろう 私たちにできる パネラー：
新しい仲間、 ことについて考えよう
・総合人間科学部 看護学科
聖母から
教授
聖母大学＊で、国際看護学を選択して、 徳永瑞子先生
アフリカで実習したＯＧたちが、アフ
リカで起きている問題や現状・アフリ ・東京女子医科大学病院 看護師
カと日本の関係について映像を使っ
栗原麻衣さん 2010 聖母大学卒
て紹介します。
実体験をもとに、ＯＧたちが熱く語り ・上智大学大学院
ますので、アフリカを身近に感じてい
看護学専攻
ただけると思います。
沼倉和美さん 2010 聖母大学卒
＊2011 年 学校法人上智学院の仲間入り
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テーマ
音楽と
伝統技芸

概

要

ゲスト、パネラー、スピーカー等

異なる音楽や芸術のコラボレーショ スピーカー：
ンとそれについてのトーク、参加者と ・バリトン歌手
の懇談

氏家和朗さん

1967 理電

音楽、芸術のジャンルも関係なく、み ・御室流華道 師範
んなが楽しめる新しい文化を広めま
畑中紀子さん 2001 理数
す。“音、言葉、色、形・・・人には
色んな表現方法がある。これらが響き
あい、みんなが共感し合えるもの♪
みなさんも一緒に素敵な空間を楽し
みませんか”
海外からの
留学生への

上智大学の評価の一つに「国際性」が スピーカー：
ありますが、この評価には海外からの ・金祝燦燦会の皆さん

支援

留学生も大きな役割を果たしてくれ
ています。
上智は文科省の『国際化拠点整備事業
（グローバル 30）』の拠点大学の一つ
として名を連ね、留学生受け入れ拡大
を計画しています。その一環として
「上智大学祖師谷国際交流会館」が開
かれ、200 名の留学生を迎え入れる
準備が整いました。上智での充実した
勉学と交友経験を基に、将来、親日家
としての活躍が期待される留学生に
積極的な支援を行っていきます。

校歌で知る
ソフィアの
過去と未来

今から 80 年前に作られた私たちの校 校歌合唱実行委員会の皆さん
歌には、どのような思いが込められて
いたのでしょうか。
校歌にはあまり馴染みがなかったと
いう人が多いのも事実ですが、改めて
歌うことでこれまで知らなかった大
学の歴史が浮かび上がってきます。そ
して、その中から将来のソフィアの姿
も見えてくるはずです。母校で久々に
校歌を歌い、次の 100 年のソフィア
をいっしょに考えましょう。
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テーマ
東北復興支援

概

要

ゲスト、パネラー、スピーカー等

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画「311:ここに生きる in ゲスト：
the moment」上映会
・本作監督
ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ ｢海を越えてこそ見えてく
我謝京子さん 1987 外西
ること- 東北被災者に寄り添う思い
を今、あらたに」
・上智大学名誉教授･元仏語学科長
田中幸子さん
ロイター社ニュースアンカー、映画監
督の我謝京子さんをＮＹから招いて
の上映会。被災地の女性たちの姿に迫
った本作は世界各地で高い評価と共
感を得ています。続編制作に意欲的に
取組む我謝さんと、被災者支援
makenaizone をヨーロッパから行
う田中幸子さんもゲストに迎え、海を
越えた東北復興支援への思いと「これ
から｣を語っていただきます。
また、細川護煕氏(’63 年卒）と横浜
国立大学名誉教授宮脇昭氏が中心と
なって活動する「ガレキを活かす森の
長城プロジェクト」とそれを支援する
ソフィア会の活動も紹介します。

フォトグラフ 「ソフィアンのフォトグラファー」

ギャラリー・トーク：

ァーの会

・初沢亜利さん

写真集展示

2000 文社

写 真 家 ： 都 築 響 一 （ 1980 文 英 ） ・安田菜津紀さん 2010 総教
『 ROADSIDE JAPAN 珍 日 本 紀
行』、初沢亜利『True Feelings―爪痕 〔司会：
の真情。』、古賀絵里子（2003 文仏）
大久保正雄さん 1983 院哲〕
『おんな酒場放浪記』、安田菜津紀『フ
ァインダー越しの 3.11』。
100 年 後 の 理工学部同窓会 医療情報システム研 ﾃｰﾏ 1：宮本晃さん 1966 電気
健康・介護・ 究会の活動の一環として以下のよう 電子、日本大学大学院
医療を支える なテーマを予定しています。
ﾃｰﾏ 2：久保田俊雄さん 1969 数学、
電子の力
（仮題）

ﾃｰﾏ 1: 宙飛行士の健康管理
ﾃｰﾏ 2: 市民の健康を支える医療情報
ネットワーク
ﾃｰﾏ 3: これからの地域包括ケア
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社団法人伊都医師会ゆめ病院事務長
ﾃｰﾏ 3：川野和也さん 2008 聖母大
看護
〔司会：網野真樹さん 1990 化学、
1992 修士 三菱マテリアル㈱〕

エクスカーションのご案内
ソフィアスペシャル・バスツアー
「上智大学都内キャンパス巡りと東京スカイツリー」：内容をご確認の上お申し込み下さい。
開催日 2013 年 10 月 20 日（日）1）充実コース 08:00～、2）ゆとりコース 10:00～。
1）2）コースとも、キャンパス巡りのみ（昼食・スカイツリーなし）を選ぶことが出来ます。※1
1）2）コースとも、希望者はスカイツリー見物後、東京駅・羽田空港までバスでお送りします（無料）
。※2
「100 周年記念拡大東京大会」という 100 年に一度のこの機会に、ソフィアスペシャル・バスツアーを
企画しました。日頃なかなか見学できない母校の施設、都内にある上智のキャンパスを巡り、ソフィアの
NEXT100 に思いを寄せた後は、新しい観光スポット、東京スカイツリーにのぼって大パノラマを一望
しましょう！解散後はソラマチをゆっくり散策できます。クラスメートや部活などの仲間と一緒に、
奮ってご参加ください。ご家族連れも大歓迎です♪♪

旅程表
１）8 時出発 充実コース：祖師谷・石神井・目白など、数ヵ所を巡るコース。
上智大学四谷キャンパス北門（08:00）→祖師谷国際交流会館・石神井キャンパス・目白聖母
キャンパスなど数ヵ所※1→昼食（13:15－14:15）→東京スカイツリー・東京ソラマチ散策
（14:30－※3）350m 天望デッキにて解散、自由行動。※２
２）10 時出発 ゆとりコース：上智の施設のうち 1 ヵ所のみを訪問するコース。
出発前にイグナチオ教会で主日ミサ参列も可能
イグナチオ教会でミサ（07:00、08:30・参加自由）→上智大学四谷キャンパス北門（10:00）
→目白聖母キャンパスなど 1 ヵ所※1→昼食（13:15－14:15）→東京スカイツリー・
東京ソラマチ散策（14:30－※3）350m 天望デッキにて解散、自由行動。※２
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※1 キャンパス巡りのみに参加の方は、1）2）コースとも昼食前の最終訪問地（目白・石神井・
祖師谷など）にて 12 時頃解散、或いは錦糸町駅（予定）で 13 時頃解散となります。
※2 東京駅・羽田空港行きバスを希望する方は、16:30 までに東京スカイツリー1 階団体ロビーに
集合してください。東京駅に 17:00～17:15 頃、羽田空港には 18:00～18:15 頃到着予定です。
※3 天望デッキに向かう際は、14:30 から 15 分毎に 50 名様ずつ天望デッキ行チケットを
お渡しします。最終ご案内予定は 15:15 です。チケットお受け取り後は係員の指示に従って
速やかに 350ｍ天望デッキへおのぼりください。


料金（税込）
：１）２）各コース共通：
お一人様中学生以上＝9,500 円、小学生＝6,000 円、幼児（4 歳以上の未就学児）＝5,000 円、
4 歳未満＝2,000 円。
※1 キャンパス巡りのみの参加料金：お一人様（大人～幼児）＝3,000 円、4 歳未満＝2,000 円



昼食は東武ホテルレバント東京にてランチブッフェを予定しています。

旅程に関してのご注意：
◎上智の施設を巡る午前中のコースは、バスごとにルートや時間、訪問地など若干異なります。
また状況により訪問地、滞在・移動時間、行程などに変更もありますので、予めご了承下さい。
◎天望デッキにて解散後は各施設終了時間（21～23 時）までご自由にお楽しみいただけます。ただし、
天望デッキは、一度下へ降りますと再入場はできませんので、ご注意ください。デッキから 450ｍ展望
回廊へ行く際は、各自個人負担となります。東京ソラマチは一部の施設を除き入場料は要りません。
◎スカイツリー見物には時間の余裕を持って（約 2 時間以上）旅程を組まれることをお勧めします。

お申込みに際してのご注意：
◎お申し込みの際は、個別イベント参加申込みシートをよくお読みのうえ必要事項をご入力ください。
◎1）充実コース、2）ゆとりコース、どちらかご希望のコース・年齢別参加人数をお選び下さい。
◎キャンパス巡りのみをお申込みの方は、昼食とスカイツリー見物はありません。
◎※2 東京駅・羽田空港行きバスを希望する方は行き先を選んでください（追加料金なし）。
◎他に東京駅行スカイツリーシャトル（バス）が 20～30 分毎に、羽田空港行が 60 分毎にソラマチ
から運行しています（有料）
。また最寄の押上駅から羽田空港まで都営浅草線で約 42 分（有料）です。
◎電話番号は旅行中連絡の取れる電話（携帯）をお書き下さい。
◎年齢は 10 月 20 日時点の満年齢をお書き下さい。


旅行代金に含まれるもの：
１）交通費：旅程表記載の運送費（大型バス貸切）
。２）食事代：旅程表記載の食事代（昼食時
アルコール飲料は有料）
。３）入場料：旅程表記載の拝観及び入場料（スカイツリー天望デッキ
３５０ｍを含む。但し天望回廊４５０ｍ行きエレベータ・1,000 円は含まず）。
４）当旅行計画作成にかかわる企画料金。５）諸経費：有料道路・駐車場代・乗務員食事代・東武トラベル添
乗員費用・保険料他。



旅行代金に含まれないもの：
１）旅程表以外に行動される場合の費用、２）個人的性格の諸費用、３）その他。
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イグナチオ教会：
大学に隣接しているイエズス会創設の教会 。入学感謝ミサ、先哲祭記念ミサ、
卒業感謝ミサなど大学の主催するミサに利用しています。
10 月 20 日当日、希望者は主日ミサに参列可能です（07:00～、08:30～）。

石神井キャンパス（イエズス会上石神井修道院）：
都心の近くに位置しながら、豊かな自然を残す恵まれた環境にあるキャンパスに「イエズス会神学院」
「神学部図書館」
「ロヨラハウス」
「黙想の家」があります。
神学院の建物は、以前上智大学神学部として使用されていましたが、
現在は、修道院として使用されています。ロヨラハウスは、主に高齢の
神父様が静かに生活・療養する施設です。2013 年 6 月にリニューアル
した黙想の家（正式名称「無原罪聖母修道院（黙想）」）は、旧黙想の家と
比べて、設備も充実し、個室の数も増えています。また、従来の沈黙を
基調とする黙想に加え、各種研修会にも対応できるようになっています。
目白聖母キャンパス：
2011 年 4 月 1 日の法人合併により学校法人上智学院の仲間に加わった
聖母大学と聖母看護学校。上智大学に新設された総合人間科学部看護学科
（２，３年生）が学んでいます。

上智大学祖師谷国際交流会館：
独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）が所有していた祖師谷
国際交流会館を購入し、2012 年 4 月から上智大学専用施設として
運用を開始しています。多文化・多言語環境の中での共同生活を
通じた人間的成長を促す「インターナショナル・ハウス」として
位置付け、外国人留学生を中心に、遠方出身の日本人学生が共住
する学生寮（男女共用）です。

東京スカイツリー：
2012 年 5 月にオープンした高さ６３４ｍの電波塔。天望デッキや天望回廊
などの展望施設、放送施設等があります。商業施設「東京ソラマチ」
、オフィス
施設「東京スカイツリーイーストタワー」と合わせて「東京スカイツリータウン」
を形成しています。浅草や両国などの従来の観光地に隣接し、世界一の観光
タワーとして東京の新たな観光スポットになっています。高さ 350m 天望
デッキからは、関東一円を見渡す広大なビューが楽しめます。
東京ソラマチ：
約 312 のショップやレストラン、水族館やプラネタリウムなどがあります。玄関口となる押上
（スカイツリー前）駅は、東武スカイツリーライン（伊勢崎線）
・東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・
京成押上線の 4 路線が利用可能です。
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お申込みのご案内
１．参加費について
(1)100 周年記念拡大東京大会：参加費無料
(2)四谷キャンパス学内ミステリーツアー（オプション）：参加費無料
(3)懇親会（オプション）：お一人様 ４,000 円(税込)
2 号館 5 階マルシェ
(4)二次会（オプション）
：お一人様 3,000 円（税込）
主婦会館プラザエフ（JR 四ツ谷駅前）７階カトレア
(5)エクスカーション ソフィアスペシャル・バスツアー
「上智大学都内キャンパス巡りと東京スカイツリー」（オプション）：
※P9～P11 をご参照ください

２．お申込みおよびご入金方法について
(1)100 周年記念拡大東京大会（各イベント）は基本的に Web でのお申込みとなっており
ます。ソフィア会ＨＰの 100 周年記念拡大東京大会のサイト http://www.sophiakai.gr.jp/
からお申込み(エントリー：https://www.sophiakai.gr.jp/form/fid_109.html )ください。
※お申込み最終締切：2013 年 9 月 30 日（月）
☆代議員の皆様、地域ソフィア会・各種ソフィア会の代表他の皆様も同様に必ずエントリー
いただきますようお願いいたします。
※Web でのお申込みが不可能な方は、次頁に記載のソフィア会事務局までご連絡願います。
(2)お申込み（エントリー）いただきますと、「参加個別番号」の入った受付確認メールをお送り
します。各イベントの出席手続き方法について書かれていますので、お読みください。
(3) 申 込 み シ ー ト に 、 各 イ ベ ン ト の 出 欠 を 入 力 し て 、 ソ フ ィ ア 会 事 務 局
（jimukyoku@sophiakai.gr.jp）までお送りください。
(4)参加費用合計金額を、受付確認メール発信日より 1 週間以内に、下記口座にお振込みください。
お振込みいただくことで、お申込みが完了いたします。
お振込みの際、必ず、参加個別番号をお名前の前にご記入ください。
なお、振込み手数料は、申込み者ご負担とさせていただきますので予めご了承ください。
※お振込み締切：受付確認メール発信日より 1 週間以内
⇒東京三菱 UFJ 銀行 麹町支店 (普) 0163295 「上智大学ソフィア会 拡大東京大会」
①
参
加
者

＜参加 Web 申込＞・・・申込締切日

9 月３0 日（月）まで

② ＜受付確認メール＞（参加個別番号/申込みシート）
③ ＜各イベント申し込み/費用振込＞・・・受付確認メールより１週間以内

事 拡
務 大
局 東
京
大
会

・「二次会」は 130 名様、「エクスカーション」は各コース合わせて 200 名様までの先着順と
させていただきます。お早目にお申込みください。
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３．変更・取消しについて
参加お申込み後の変更・取消しをされる場合は、100 周年記念拡大東京大会事務局へお早めにご
連絡ください。尚、変更・取消の時期によって、下記のキャンセル料が必要となりますので予めご
了承ください。
-

-

～10/15

10/16～前日

当日

無連絡

懇親会

-

-

無料

５０％

１００％

１００％

二次会

-

-

無料

５０％

１００％

１００％

9/19（木）

10/9（水）～

10/12（土）

エクスカーシ
ョン
（ｿﾌｨｱｽﾍﾟｼｬ

～10/8（火） 10/11（金）

ﾙ・ﾊﾞｽﾂｱｰ）

～10/17

まで

まで

（木）まで

300 円

２０％

３０％

10/19（土）
10/18（金）

～当日

旅行開始後

（10/20）

又は無連絡

開始前まで
４０％

５０％

１００％

※ 変更・取消のご連絡につきましては、申込みシートのコピーを訂正の上、必ず事務局へのＦＡＸ通信か
E メールの文書にてご連絡ください。
※ 取消後の返金につきましては、大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差し引きの上、ご指定の口座へ
送金いたします。なお、事務整理上、多少の日数がかかりますので予めご了承ください。

４．個人情報について
お申込の際にご提供いただいた個人情報は、当大会の名簿作成、参加者との連絡や、輸送等の各関
係機関の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただきます。また、必要
な範囲内で当該機関及び手配代行者に提供いたします。それ以外での目的でご提供いただく個人情
報は利用いたしません

５．100 周年記念拡大東京大会に関するお問い合わせ先
上智大学ソフィア会事務局（担当：山田・佐藤）
〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町 7－1
TEL 03－3238－3041 FAX 03－3238－3028
メールアドレス：jimukyoku@sophiakai.gr.jp
事務局の開室時間 月～金曜日 10:00～17:00（土・日・祝日は閉室）
事務局夏期休暇 8 月 5 日（月）～8 月 7 日（水）、8 月 9 日（金）～8 月 19 日（月）
URL http://www.sophiakai.gr.jp

６．その他
領収書が必要な方は、「100 周年記念拡大東京大会」事務局にて発行いたします。
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