
卒業記念パーティー
謝恩会

4回生のみなさまへ

４回生のみなさまにおかれましては、新型コロナウイルス感染症による

影響で大変な状況ではございますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。

このような状況下ではありますが、関学生協では、今年度もみなさまの

ご卒業の思い出づくりのお手伝いをさせていただきます。

卒業式というこの記念の日に、ゼミ・学科などでお世話になった先生を

囲んで「謝恩会」（卒業記念パーティー）を開催されませんか。

関学生協では、これまで多くのみなさまのお世話をして参りました。

ご面倒な会場探しや打ち合わせなど、関学生協サービスカウンターに

ご来店いただければ、各ホテルのパンフレットも取り揃えておりますので、

いろいろご相談いただきながらお決めいただけます。

また、関学生協だけの「特典」も取り揃えておりますので、

ぜひご利用をお願いいたします。

幹事の方２名様に
K.G. オリジナルボールペンをプレゼント

関西学院大学卒業式

2023 年 3月 17日（金）

お申込み・お問合わせは
関学生協サービスカウンター

TEL 0798-53-2054

発行日：2022 年 10月 3日

予備日：3月 20日（月）

思い出に残る「謝恩会」のために
関学生協からのアドバイス

1. 開催日時の確定

2. 先生とご相談の上、お早めにお申込みください

● まず、謝恩会をする日時をゼミ（学科）で確認します。
　 卒業式当日の午後 6:00、6:30、7:00 から開催される場合がほとんどですが、
   一部では他の日にちで開催されることもあります。
   なお、謝恩会の所要時間は 1時間半程度（最大で 2時間の会場が多い）で
   予定しておけばよいでしょう。

● 謝恩会の日時が確定すれば会場探しです。関学生協では阪神間の有名ホテルを
   ご用意しておりますので、ぜひご相談ください。
● 1月以降はご利用可能な会場が少なくなってきますので、お早めに動かれる
　 ことをお勧めします。
● 新型コロナウイルス感染症を理由にお取消しをされても、原則として取消料が
   発生します。

3. 謝恩会の諸準備

● 先生、ゼミ生と謝恩会のプログラム（式次第）を検討します。
   当日までにスケジュールの簡単なプリントを用意しましょう。
● 会場の下見もご検討ください。ロケーション、アクセスなどをご確認ください。
● 参加費の集金を行います。ゼミ生が一番集まりやすい日を「集金日」にすると
   便利です。もちろん事前のアナウンスが必要です。生協の場合、すぐに入金
   できるので便利です。
● 謝恩会はお世話になった先生（恩師）に感謝の意を捧げる場ですので、先生の
   ご負担はないのが通例です。先生、記念品代など必要な費用を勘案して参加費
   を算出しましょう。

4. いよいよ当日

● 幹事さんが司会を兼ねる場合が多いと思いますが、お 1人ですと飲食がしにく
   いので、お２人程度で行いましょう。
● 代金をすべてお支払いされた際にお渡しする謝恩会のクーポン券は、忘れずに
   会場までお持ちください。



大阪新阪急ホテル

関学生協特選 謝恩会パーティー会場リスト ―学部卒業式（2023 年 3月 17日）以外の日も対応が可能です。ご相談ください。―

■大阪地区

■神戸・宝塚・西宮

ザ・リッツカールトン大阪
（阪急大阪梅田駅／ JR大阪駅　徒歩約 10分）

関学生協特典 通常特典（抜粋） 少人数プラン

20名様以上で 1名様無料 15名様以上で 10,000 円で対応（基本コースメニュー）

18名様以上で 10,000 円で対応ヒルトン大阪
（JR大阪駅　徒歩約 1分）

ホテル特製スイーツ 1点プレゼント
25名様ごとに1名様無料
25名様ごとに★1個プレゼント
（詳しくはパンフレットに記載）

15名様以上で 9,000 円からの対応ホテル阪急インターナショナル
（阪急大阪梅田駅　徒歩約 5分）

乾杯用スパークリングワインプレゼント

乾杯用スパークリングワインプレゼント
曜日特典（日～水）プラン料金 500 円 OFF

15 名様以上で 11,000 円で対応リーガロイヤルホテル大阪
（JR大阪駅より　6分ごとバス送迎あり）

乾杯用スパークリングワインプレゼント

乾杯用スパークリングワインプレゼント

8名様以上で 8,000 円からの対応

20名様以上で 1名様無料
ペア食事券 1組プレゼント
会場ご利用時間 2時間のところ、
2時間 30分まで利用可

（阪急大阪梅田駅　徒歩約 5分）

（阪急大阪梅田駅　隣接）

20名様以上で 1名様無料
50名様以上で 2名様無料
80名様以上で 3名様無料
プロジェクター＆スクリーン 50%オフ
デザートにネーム入りチョコプレート　
20名様以上で 1名様無料
50名様以上で 2名様無料
80名様以上で 3名様無料
プロジェクター＆スクリーン 50%オフ
デザートにネーム入りチョコプレート　

15 名様以上で 11,500 円で対応インターコンチネンタルホテル大阪
（阪急大阪梅田駅／ JR大阪駅　徒歩約 5分）

40 名様以上ご優待（下記より 1点）
フリードリンク 1アイテム追加無料
プロジェクター＆スクリーンを無料にて利用可

15名様以上で 9,000 円から
10名様以上で 12,000 円で対応

帝国ホテル大阪
（JR大阪駅より　バス送迎あり）

お一人様につき 500 円のお値引き

ご利用時間 30分延長が無料
　　　　　　（通常お一人様 500 円追加）

確認中

なし

ホテル阪急レスパイア大阪 8名様以上で 8,500 円からの対応ご利用時間 30分延長が無料
　　　　　　（通常お一人様 500 円追加）

10 名様以上で 8,000 円からの対応ホテルグランヴィア大阪
（JR大阪駅直結）

乾杯用スパークリングワインプレゼント

不可ホテルモントレ大阪
（JR大阪駅　徒歩約 5分）

フリードリンク 1アイテム追加

確認中

確認中

確認中 6名様以上で 9,500 円で対応（コース料理）ホテルニューオータニ大阪
（JR大阪城公園駅　徒歩約 5分）

会場ご利用時間 2時間のところ、
2時間 30分まで利用可

コンラッド大阪
（大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅　徒歩約 6分）

乾杯用スパークリングワインプレゼント
お人数様分のコンラッドベアプレゼント
50万円以上のご利用で「アトモス・ダイニング」のペアランチ券プレゼント

10 名様以上で 8,500 円からの対応
（洋コース形式・和洋折衷形式）

関西学院会館
（関学保険館北隣）

ホテル阪神大阪
（阪神・JR福島駅　下車すぐ）

10 名様以上で 9,000 円からの対応（大皿卓盛・中国料理）ANAクラウンプラザホテル神戸
（神戸市営地下鉄新神戸駅直結）

会場ご利用時間 2時間のところ、
2時間 30分まで利用可
ポータブルステージ無料

確認中神戸クルーズ

※ 一部の会場では既に満室の場合があります。サービスカウンターにお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、予告なく内容が変わる場合がございます。

● 最低人員を下回った場合、最低人数分の料金をお支払いいただき

   ご利用していただけます。（一部のホテルを除く）

確認中

なし

確認中

恩師用「花束」1つプレゼント
20名様以上で 1名様無料

なし

20名様以上で 3つから選択可
・1名様無料
・恩師の先生に花束ひとつ
・ビンゴゲーム機（先着 2組）

確認中

確認中 確認中 確認中

20名様未満の場合、要相談（別途室料をご案内）宝塚ホテル
（阪急宝塚駅　徒歩約 4分）

ビンゴゲーム機（手回し）
　※カードはお客様でご準備をお願いします
ホワイトボード無料貸出

確認中

会場予約のご案内

もちろん生協だけの特典を
ご用意しております。

学生生活のフィナーレを飾る卒業記念パーティー。

この記念すべきパーティー会場を、

関学生協 サービスカウンターでは

お料理・お飲物・装花代をセットして

ご紹介いたします。

ご希望に近い条件でご利用いただくために、

ゼミ・学科・学部の幹事の方は、

生協 サービスカウンターにてなるべく早めに

会場を確保してください。

謝恩会当日までの手続きは以下の通りです。

1. 会場を確保する

2. パーティーの打ち合わせ

3. 最終人数の確定

4. 謝恩会クーポン券のお渡し

関学生協 サービスカウンターにて、左リストより

ご希望のパーティー会場を予約します。

予約金は 1団体 10,000 円でOKです。

2月下旬頃から、ホテル側担当者より、

直接幹事さんへご連絡をとり、パーティーの内容等

詳しい打ち合わせを行います。

パーティーの約 10日前までにサービスカウンターに

対し、参加人数の最終報告をしていただきます。

関学生協サービスカウンターにて、卒業式当日までに

残金をお支払いいただきます。

その際発行されるクーポン券を、

パーティー会場受付にご提出いただきます。

特典① 生協オリジナル特典プレゼント

特典② 幹事の方 2名様に
K.G. オリジナルボールペンプレゼント

特典③ 申込金は 10,000 円だけでOK

特典④ 残金は卒業式当日でもOK


