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学友会の活動・運営をお知らせする広報紙

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。

この広報紙は皆さまの学友会費により作製されています。

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：教育・学生総合支援センター１階２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。

東北大学を盛り上げるために

問い合わせ先

学友会

こんにちは。書道部代表の谷垣と申します。
さて、皆様すでにご存知とは思いますが、今年は東北大学が主管となって第54回全国七大学総合体育大会（七大戦）が開

催されています。
私たち書道部は、それに関連して販売されるグッズ（Tシャツ、タオル、うちわ）の題字を担当させていただきました。
　
体育部から、題字を書いてほしいという依頼があったのは、開会式の約２ヶ月前のことでした。
東北大学総合優勝３連覇の期待がかかる今回の七大戦、しかも東北大学が主管で行なうという特別な年ということもあ

り、文化部としても何か力になりたいと思い、依頼を引き受けることとしました。
　
題字は、各競技での躍動感あふれるプレーや、堂々たる選手の皆さんの姿をイメージして書きあげました。
この題字を目にした選手の皆さんや、応援する方々が勇気づけられ、ますます活躍されることを、書道部一同、心から願って

おります。

ところで今年は、我々書道部が参加している旧帝国大学合同書展（旧帝展）も、東北大学が主催で開催することとなってい
ます。旧帝展は平成２０年に初めて開催され、今年で８回目を数えます。

今年の旧帝展は、８月２８日（金）から３０日（日）までの３日間、せんだいメディアテークで開催いたしますので、皆さんぜひ
足をお運びください。

　
主管主催つながりで、東北・仙台の地を、文化、体育双方の分野から盛り上げていきましょう！

書道部　谷垣佑輔

第５４回全国七大学総合体育大会　開幕
本学主管の第54回全国七大学総合体育大会（七大
戦）の開会式が、７月４日（土）に東北大学百周年記
念会館川内萩ホールで開催されました。
18種目が終わった７月20日現在、本学の総合順位
は1位です。
今大会には、主管校破りの防衛だけでなく、本学初
の総合優勝３連覇がかかっています。体育部一同、
総合優勝目指して一丸となって戦っていきますの
で、皆様、熱い声援をどうぞよろしくお願いします!

競技種目名 競技日程
（準備・練習日除く） 場　　　所

陸上競技(男子・女子) 8/1（土）～2（日） 仙台市陸上競技場

※印は、点数を競わないものです。 （出典：全国七大学総合体育大会公式HP）

バレーボール(男子・女子)

※閉会式 9/26（土）
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仙台市新田東総合運動場宮城野体育館
東北学院大学笠神球場、仙台市民球場準硬式野球
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８月以降の競技一覧

得点表（７月２０日現在）
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順　位 点　数大学名

学 友 会 カ レ ン ダ ー 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！

〇 ７～１２月　中旬　報道部　東北大学新聞発行予定（７月はオープンキャンパス号も発行。８、９月は休刊）

29～30日 東北大学オープンキャンパス　サークル紹介
川内北キャンパスC棟

7月 10月

11月
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9月

P.1 P.2-3
●囲碁部 
●混声合唱部

●奇術部 
●邦楽部

●少林寺拳法部
●ボディビル部

P.4
●第54回全国七大学総合体育大会　開幕　
●学友会カレンダー

●東北大学を盛り上げるために
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C U L T U R E 部部化化 S P O R T S体体 部部

私たち混声合唱部は、月水土の週3回の練習を行っており、毎
年12月に開催する定期演奏会を目標に日々楽しく活動してい
ます。現在の部員数は110名ほどで、大学としても、仙台の合唱
団としても大規模です。定期演奏会の他にも、宮城県声楽アン
サンブルコンテストへの出場や、介護施設や中学校での訪問演
奏を行っています。 東北大学の校友歌「緑の丘」は混声合唱部
OBでシンガーソングライターの小田和正さんが作詞・作曲し
てくださった曲です。一昨年、テレビ番組「クリスマスの約束」で
小田さんと共演させていただいてから、部の知名度が徐々に上
がってきているのを感じております。これからも、私たち混声合
唱部をよろしくお願いいたします。 

混声合唱部 

少林寺拳法とは日本発祥の護身術で、空手と合気道をミックスした
ような、打撃と投げ、間接技などを習得する武道です。部活動は週
に4回行っており、活動場所は川内北キャンパスのサブアリーナ棟
２階です。大会では演武を披露し、技術の正確さや表現力等の点数
を競い合います。少林寺拳法には、６～８人が息を合わせて演武を
行う団体演武というものもあり、七大戦では、この団体演武を行い
ます。そのため、七大戦の開催時期が近づくと、皆の息をそろえ、完
成度を高めるために、朝練等も行っています。

少林寺拳法部

私たち邦楽部は、日本の伝統楽器である箏、三味線、尺八など
を演奏しています。年に2回の演奏会が主な活動ですが、学会
やホテル、福祉施設からの演奏依頼も多数いただいています。
三曲や民謡といった伝統的な曲はもちろん、最近作られた新し
い曲も演奏しています。和楽器の音色はどこか懐かしく響き、聴
く人の心を癒し元気を与えます。私たちは、そんな演奏を目指
して日々練習を重ねています。 次の演奏会は、12月5日(土)、
若林区文化センターで行われる予定です。ぜひ私たちの演奏を
聴きにいらしてください。

邦楽部

私たち奇術部は、マジックやジャグリングを行う部活です。 5月
に東北学院奇術研究会の方々と共同開催する連盟発表会と、
12月に当部のみで行う定期奇術発表会等に向けて、日々練習
を重ねています。ほとんどの人が大学に入って初めてマジック
やジャグリングの道具に触る人ばかりですので、初心者でも大
歓迎です。私たちのステージマジックやジャグリングは、広い会
場でお客様を楽しませるようなエンターテインメント性を持っ
ています。興味のある方はぜひ発表会にお越しください。 

奇術部

川内体育館２階。「トレーニングルーム」と掲げられたその部屋で、
ひたすら己の筋力を鍛える団体がある。名を学友会ボディビル部と
いう。名前で敬遠することなかれ。我々はボディビルディングその
ものではなく、パワーリフティングに取り組んでいる。それはスク
ワッ ト・ベンチプレス・デッドリフトの合計重量を競う崇高な競技
だ。全国大会経験者も多数在籍し、恵まれた環境で記録達成に 
日々邁進している。今後の活躍に刮目せよ。

私たち囲碁部は、普段は川内サークル会館308号室にて、対局や部内棋戦
を中心に活動を行っています。また、こども囲碁教室にボランティア講師や
運営スタッフとして参加したり、高校生と親善交流戦を実施したりと、地域で
の活動も大切にしています。大会にも精力的に参加しており、昨年度は
2014年度学生王座戦東北大会入賞や第58回全日本大学囲碁選手権5位
入賞等の様々な実績を残しました。今年度もより一層の活躍を目標に部員
一同頑張っていきたいと思います。 

囲碁部 

日々精力的な活動を 経済学部 2年　近藤 恵太郎 エンターテインメントのお届け 経済学部 2年　根岸 幸介

伝統楽器の調べ 農学部 2年　安達 成美
響きわたるハーモニー 工学部 3年　高橋 紀成 

理学部 3年　下谷 豪史
ボディビル部

理学部 4年　金子 尚人
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ます。旧帝展は平成２０年に初めて開催され、今年で８回目を数えます。

今年の旧帝展は、８月２８日（金）から３０日（日）までの３日間、せんだいメディアテークで開催いたしますので、皆さんぜひ
足をお運びください。

　
主管主催つながりで、東北・仙台の地を、文化、体育双方の分野から盛り上げていきましょう！

書道部　谷垣佑輔

第５４回全国七大学総合体育大会　開幕
本学主管の第54回全国七大学総合体育大会（七大
戦）の開会式が、７月４日（土）に東北大学百周年記
念会館川内萩ホールで開催されました。
18種目が終わった７月20日現在、本学の総合順位
は1位です。
今大会には、主管校破りの防衛だけでなく、本学初
の総合優勝３連覇がかかっています。体育部一同、
総合優勝目指して一丸となって戦っていきますの
で、皆様、熱い声援をどうぞよろしくお願いします!

競技種目名 競技日程
（準備・練習日除く） 場　　　所

陸上競技(男子・女子) 8/1（土）～2（日） 仙台市陸上競技場

※印は、点数を競わないものです。 （出典：全国七大学総合体育大会公式HP）

バレーボール(男子・女子)

※閉会式 9/26（土）

9/19（土）～23（水） 東北大学川内体育館、
川内サブアリーナ棟

8/6（木）～10（月）

東北大学片平さくらホール

仙台市新田東総合運動場宮城野体育館
東北学院大学笠神球場、仙台市民球場準硬式野球

硬式野球

8/10（月）～13（木）
バドミントン(男子・女子) 8/10（月）～15（土） 仙台市青葉体育館

8/11（火）～14（金） 石巻市民球場、仙台市民球場
※応援団(演舞会) 8/16（日） 東北大学百周年記念会館川内萩ホール
フェンシング 8/16（日）～17（月） 東北大学川内体育館

ハンドボール 8/17（月）～23（日） 仙台市新田東総合運動場宮城野体育館、
東北大学川内体育館

ゴルフ 8/20（木）～8/21（金） 利府ゴルフ倶楽部
相　　撲 8/23（日） 宮城野原公園総合運動場宮城相撲場

東北大学弓道場
宮城県ヒルズ県南総合プール
仙台市泉総合運動場泉庭球場

東北大学川内野球場、
川内ラグビー・サッカー場

東北大学川内野球場、
川内ラグビー・サッカー場

スポーツランドSUGO、
丸和オートランド那須（栃木県）

弓　　道(男子・女子)

水　　球
8/23（日）～8/28（金）
8/29（土）～8/30（日）

ソフトテニス(男子・女子) 9/1（火）～4（金）

アーチェリー

ソフトボール

9/2（水）～3（木）

9/4（金）～6（日）ラクロス(男子)

体　　操

自  動  車

卓　　球(男子・女子)

東北大学川内ラグビー・サッカー場

9/8（火）～10（木）

9/12（土）～13（日）

9/16（水）・9/18（金）

仙台市体育館

８月以降の競技一覧

得点表（７月２０日現在）

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

東北大学

京都大学

東京大学

大阪大学

北海道大学

名古屋大学

九州大学

１１０点

１００点

９６点

８５点

７９点

６２．５点

４９．５点

順　位 点　数大学名

学 友 会 カ レ ン ダ ー 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！

〇 ７～１２月　中旬　報道部　東北大学新聞発行予定（７月はオープンキャンパス号も発行。８、９月は休刊）

29～30日 東北大学オープンキャンパス　サークル紹介
川内北キャンパスC棟

7月 10月

11月

中旬 海上運動会　川崎町釜房湖

10～11日 囲碁部　学生十傑戦東北大会　本町囲碁倶楽部

14～15日 囲碁部　全日本大学囲碁選手権東北大会　本町囲碁倶楽部

16日 オーディオ研究部　SoulVibration　NeoBrotherZ

30～11月1日 第67回東北大学祭　川内北キャンパス

31日 108周年ホームカミングデー　秋の文化フェスティバル
川内萩ホール　

8月

体育部　フレッシュマンズアッセンブリー23日

12～16日 演劇部　「縁起でもない神頼み」 片平キャンパス第６ホール

28～30日 書道部　第８回旧帝国大学合同書展「旧帝展」
仙台メディアテーク6Fギャラリー

20日 マンドリン楽部　東北マンドリンフェスティバル
9月

P.1 P.2-3
●囲碁部 
●混声合唱部

●奇術部 
●邦楽部

●少林寺拳法部
●ボディビル部

P.4
●第54回全国七大学総合体育大会　開幕　
●学友会カレンダー

●東北大学を盛り上げるために


