
学 友 会 カ レ ン ダ ー

No.11 本学全ての学生・教職員が会員となり、サークル活動、大学祭、新入生歓迎行事、教職員スポーツ大会などに対する支援を行っています。
学友会ホームページ：
トップページから「教育・学生支援」→「学友会・サークル」の順にリンクをたどってください。

■  学友会費納入のお願い
０２２－７９５－３９８３（活動支援係：川内北キャンパス管理棟１階①番窓口）

学友会は皆さんの会費で支えられていますので、学友会費の納入にご協力をお願いします。
問い合わせ先

学友会

●「“緑の丘”とともに 」
P.1 P.2 、P.3

●学友会の1年
～文化部・体育部イベント紹介～

P.4
●ボート全日本選手権、全日本新人選手権優勝
●仙台市スポーツ賞受賞！
●学友会カレンダー

　FAR EAST CLUB（FEC）副社長Yさんの名刺は白地に青、その飾り
気のなさがかえって洗練された＜東京＞を切り抜いていました。私は
打合せの帰り道、何度もYさんの言葉を反芻していました。

「うちの小田の曲を、きみたちに初演してほしい」

　FECの社長であり、その「うちの小田」こそ、“キラキラ”“言葉にでき
ない”“my home town”“東京の空”などの名曲で多くの人を魅了し続
ける小田和正そのひとです。美声の主は直接会ってお話しすると少しシャイで朴訥で、そしてここ仙台で学んだ東北大学の
OBでもあります。そんな小田さんが昨秋私たちにプレゼントしてくれたのが、校友歌“緑の丘”でした。
　小田さんとは団の先輩後輩の関係になる私たち東北大学混声合唱団（学友会混声合唱部）は昨年4回*この曲を歌ったのです
が、中でもTBS特番「クリスマスの約束2013」への出演はちょっと経験できることではないでしょう。あのとき、吉田拓郎や
Mr.Childrenの桜井和寿とともに大観衆とテレビカメラの前、太陽よりも眩しいあの照明を小田さんと並んで浴びた感動と
いったら！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 *4回…ホームカミングデー（初演）、大学祭、定期演奏会、「クリスマスの約束2013」
　さて、これから東北大学で学ぶ皆さんに一つお願いをしたいと思っています。書店でフランス語の辞書を求めるその前に、
まず“緑の丘”の楽譜か何か、歌詞の書かれたものを一部座右に用意してほしいのです。皆さんのその手で書き写してくれれ
ばなお良いですが、その元とすべき楽譜データは大学のホームページから誰でもダウンロードすることができます。
皆さんにとって今はまだ半分も意味をなさないその文字の羅列が、ここ東北大学で、かけがえの
ない盟友と出逢い時間を忘れて語り合うとき、一杯のコーヒーを啜りながら白々と明けてゆく夜
を研究室の窓から眺めるとき、一層鮮やかな色彩をもって皆さんに何かを語り掛けるのかも知れ
ません。
　それか、学友会に打ち込んで「やり遂げる喜び」を味わうと良いのではないかと思います。もち
ろん、私たちと一緒に混声合唱団という一つ屋根の下で小田和正の後輩になる、というのもひと
つの良い方法です。

学友会混声合唱部　藤枝 怜

3日 入学式 仙台市体育館

13日 文化部　新入生歓迎合同演奏会 川内萩ホール

下旬 体育部　春のスポーツ大会 川内北キャンパス

4日～24日 新入生歓迎会

3月

16日 春の文化フェスティバル・スポーツフェスティバル
川内北キャンパス

4月

11日 吹奏楽部　東北学生吹奏楽連盟合同演奏会
日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）

5月

13日～18日 写真部　6月展　せんだいメディアテーク5Fギャラリー

未定 書道部　6月展
未定 美術部　前期展

下旬 体育部　北雄杯駅伝

21日 交響楽部　第162回定期演奏会
東京エレクトロンホール宮城　18:00開場　18:30開演

6月

5日 吹奏楽部　サマーコンサート　川内萩ホール
5日 第53回全国七大学総合体育大会開会式　京都大学
下旬 人力飛行部　鳥人間コンテスト

7月

学友会では、いろいろなイベントが目白押しです。一般参加・観覧可能なイベントも多数ありますので、
学生、教職員の皆さまはもちろん、OB・OGの皆さまも是非足を運んでみてください！

　 の記載のあるものは応援団も参加する試合です。観戦に行って応援団と一緒に応援しましょう！
○４～７月　中旬　報道部　東北大学新聞発行予定（入学式に入学お祝い号発行）
応

13日～17日 書道部　3月展
日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）

学位記授与式　仙台市体育館26日

29日 落語研究部　全東北落研寄席
戦災復興記念館5F会議室　　12:30開場　13:00開演

ボート全日本選手権、全日本新人選手権優勝 ～漕艇部～

仙台市スポーツ賞受賞！～漕艇部、トライアスロン部、オリエンテーリング部～

　昨年10月10日～13日に開催されたボートの全日本選手権大会女子ダブルスカル種目にお
いて、学友会漕艇部のクルー（吉川由姫さん、細田夏光さん）が日本代表選手や社会人の強豪ク
ルーを抑えて見事優勝を飾りました。
　また、昨年10月25日～27日に行われた全日本新人選手権大会においても、漕艇部のクルー
（細田夏光さん、堂谷結花さん）が女子ダブルスカル種目で優勝しました。
　これらの活躍が評価され、吉川さん、細田さん、堂谷さんは平成25年の仙台市スポーツ賞
「栄光賞」を受賞しました。おめでとうございます。

　アマチュアスポーツで優秀な成績を収めた団体・個人に贈られる「仙台市スポーツ賞」の表
彰式が平成26年2月5日に行われ、本学からは、学友会漕艇部の「栄光賞」受賞のほか、学友会
トライアスロン部が団体で「栄光賞」を、学友会オリエンテーリング部が団体及び個人で「奨励
賞」を受賞しました。
　トライアスロン部は、昨年9月に開催された日本学生トライアスロン選手権大会での団体
優勝が評価され、また、オリエンテーリング部は、日本学生オリエンテーリング選手権大会や
全日本オリエンテーリング大会での好成績が受賞につながりました。
　おめでとうございます。

祝！

祝！

～5月 硬式野球部　仙台六大学野球春季リーグ戦（4～5月）応

～6月 アメリカンフットボール部　春季オープン戦（4～6月）応

ボート全日本選手権及び全日本新人選手権での
優勝を里見総長に報告する学友会漕艇部

日本学生トライアスロン選手権大会で
団体優勝した学友会トライアスロン部

31日 邦楽部　第45回三曲発表会
仙台市戦災復興記念館　13:00開場　13:30開演

※校友歌「緑の丘」ホームページ　（東北大学トップページにリンクが貼ってあります。）
　http://www.tohoku.ac.jp/japanese/midori/

「“緑の丘”とともに 」

GAKUYUKAI
題字：書道部　遠藤　俊太郎
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学 友 会 の 1 年 学友会では様々なイベントを開催しています。また、各サークルの活動も  盛んに行われています。

4月下旬

春のスポーツ大会

C U L T U R E

S P O R T S

部部化化

体体 部部

前期授業 夏休み（８～９月） 後期授業 春休み（２～３月）

この日は川内北キャンパ
スの午後の授業が全て休
講になり、講義棟内で各
文化部・サークルが活動
を紹介します。

4月中旬

春の文化フェスティバル

6～7月・11～1月

文化部講演会

4月中旬

スポーツフェスティバル

6月下旬

北雄杯駅伝

6月～9月

七大戦（全国七大学総合体育大会）
9月下旬

フレッシュマンズアッセンブリー

11月上旬

秋のスポーツ大会

12月上旬

リーダーズアッセンブリー
2月中旬

四賞授与式典

10月上旬

ホームカミングデー

3月上旬

石田杯・海野賞記念式典
定期演奏会 古典落語発表会

定期演奏会 12月展

交響楽部 落語研究部

吹奏楽部
写真部

春 夏 秋 冬

新入生歓迎会
４月のキャンパスは新歓ムード一色。
興味を持ったサークルがあったら積
極的に見学・体験してみよう！

４月

海上運動会
毎年春と秋に行われるボート大会で、
東北大生は誰でも参加できます。水面
を滑るように進む爽快感を味わおう！

5～6月・10～11月
大学祭
多くの部が模擬店を開いたり、パフォーマンスを
行ったりします。様々な企画が催され、多くの来
場者で賑わいます。皆で大いに盛り上がろう！

11月上旬

文化部に所属する学生
や、顧問の先生方を講
師として招き、学術・
文化に関する様々な
テーマで開催します。

川内萩ホールにおいて、「秋の
文化フェスティバル」、「ロビー・
パフォーマンス」、「記念コン
サート」等が催され、文化系団
体が多数参加し、多くの演奏や
作品展示が行われます。

夏休み前・秋～冬にかけて
定期演奏会や展示会などが

多く催されます。

文化活動の発展に貢献
した団体に石田杯が、地
域社会の発展に貢献し
た団体に海野賞が贈ら
れます。

毎年行われる新入生を
対象とするスポーツ講習
会です。新入生以外の参
加も可能となりました。

川内キャンパスを出発
し、青葉山キャンパスを
経由するコースを走る駅
伝大会で、多くの人が仮
装をして走ります。

北大・東北大・東大・名大・京大・
阪大・九大の七大学が一堂に
会して行われる大会で、東北
大学は昨年の総合優勝に続
いて２連覇を目指します。

大学祭にあわせて行わ
れ、東北大学の学生であ
れば誰でも参加できま
す。参加賞もあるので
奮ってご参加ください。

優秀な成績を残した各部
の団体・個人に対し、黒
川杯・志村杯・鈴木賞・
大谷賞並びに学友会長
賞を授与する式典です。

各部の代表者が集
まり、分科会などで
交流します。

新入生同士の交流を目的
としたスポーツ大会で
す。参加賞もあるので
奮ってご参加ください。

各部が趣向を凝らした
部の紹介やパフォーマ
ンスを行います。

混声合唱部

特別企画：美術部ライブパフォーマンス

邦楽部（記念コンサート）

体育部主催のイベントや大会結果は
体育部HP

（http://www.taiikubu.org.tohoku.ac.jp/）
に掲載されています。
また、Twitter

（体育部アカウント@tohoku_taiikubu）
でもイベント告知をしています。
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