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1、コンサート、音楽催事の開催

2、音楽文化の醸成、学生の社会参加

3、「東北大学萩友会」特典

プロの音楽家によるコンサートを始め、市民参加型のせんだい杜の音楽祭、教職員によるキャンパス
コンサート、学友会所属音楽団体の定期演奏会など、大学発信の音楽催事は多種多彩。音楽を通じて社
会に開かれた東北大学をご堪能ください。

本学主催のコンサートでは学生席を設け、質の高い音楽に触れる機会を提供しています。また、学生の
社会参加推進を目的として、コンサート企画や運営に関わるボランティア組織の運営も行っております。

「東北大学萩友会」会員の方は本学主催コンサートの優待割引やメールマガジンの配信などの特典を受け
ることができます。「東北大学萩友会」は東北大学に関心のある方ならどなたでも入会が可能です。　
どうぞお気軽にご入会ください。

　東北大学が持つ学術資源や施設等を有効活用し、学生や教職員等の大学構成員や一般
市民の方々における音楽文化の醸成を目的としたプログラムです。

本プログラムでは、以下の事業を行っています。

川内萩ホールの前庭ではシロツメクサやツツジ、　
ヒメジョオンなど季節ごとにたくさんの花が一面に
咲き誇ります。大きなメタセコイアの木陰でひと休
みしながら、広い青空の下でそよ風に吹かれる花々
を眺めてみてはいかがでしょうか。

over PhotoC
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川内萩ホールニュースHall Topics

No.3
Topic

ヘッドセットマイクを導入しました

　新たに導入した最先端電気音響設備の性能をよりよく活かすことがで

きるワイヤレスヘッドセットマイクを 2 台導入しました。講演会でのプ

レゼンテーションや楽器の演奏の際に両手が使えるマイクとしてお使い

いただけます。ワイヤレスなので歩きながらの使用も可能です。当面は

無料で貸出いたしますので、この機会にご利用ください。

No.2
Topic

耐震改修工事が完了しました

　2007 年に東北大学創立 100 周年記念事業の一環として行った全面改

修から 12 年が経ち、その間には東日本大震災がありました。市民に開

かれたホールとしてより安心・安全な利用環境を確保するため、天井部

分の非構造部材耐震改修工事を行い、2019 年 5月に完工しました。

No.1
Topic

音響設備の更新が完了しました

　2007 年に前身の東北大学記念講堂から百周年記念会館川内萩ホール

へ全面改修を行い、「一流音楽ホールと呼べる高品位な音響」をコンセ

プトに東北大学の学術的な強みでもある先端的音響学により世界水準の

コンサートホール音響と良好な拡声性能を実現しました。　

　2015 年の仙台市地下鉄東西線の開通により仙台市中心部からのアク

セスが向上したことで、音楽だけではなく各種シンポジウムや講演会で

利用される機会が当初の想定を上回るようになりました。そこで今回、

最新の電気音響設備と音響設計に基づいて、音楽ホールとしての音響水

準はそのままに、拡声性能を大幅に改善するための本格的な改修工事を

行いました。これにより川内萩ホールは、利用者の要求に応え、より活

発な文化創造・交流の拠点となる空間へとさらに進歩することができま

した｡
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催事名 主催

東北大学百周年記念会館
川内萩ホールコンサートカレンダー
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観る前も、観た後も
楽しく、おいしく。

チケ得
サービス

主催コンサートのチケットをご提示いただくと、対象店舗にてお得なサービスを受けられます。
コンサートの開演前や終演後にぜひご利用ください。

カフェモーツァルト・クレーズコーヒー
10：30 - 16：30　火曜日定休
東北大学百周年記念会館
川内萩ホール 1階

お会計から
50円引き

9：30 - 18：00　月曜日定休
東西線国際センター駅２階
青葉の風テラス

カフェモーツァルト・メトロ

お会計から
50円引き

催事名 主催
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令和元年度　東北大学主催

音楽催事のご紹介

川内萩ホールの美しい響きを広く知っていただくことを目的とし、年間 4 公演を
開催。2019-2020 シーズンも国内外の第一線で活躍する音楽家を招き、バラエティ
豊かな企画をご用意。仙台の文化的シーンを象徴するコンサートシリーズ。

仙台でも「大晦日は質の高い音楽で楽しむ」場をつくるため開催。親しみやすく季
節感のあるプログラムや休憩時間中のドリンク提供など大晦日ならではの特別企
画も好評。

＜良質な音楽コンテンツを幅広い世代へ発信する＞をテーマに、クラシック
音楽の魅力を伝える入門プログラム。

宮城県の芸術文化振興を高め、また、学生が質の高い音楽に触れる機会を増
やすことを目的に川内萩ホールの世界最高水準の音響を生かして開催する
プログラム。
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フォーシーズンズ・プログラム
2019-2020 vol.3

ザ・グレン・ミラー
オーケストラ
JAPAN TOUR 2019

フォーシーズンズ・プログラム
2019-2020 vol.4

池辺晋一郎＆
ストリング・アンサンブル IKEBE
～クラシック名曲アワー～

ジルベスター・
ガラ・コンサート 2019
Supported by タカラレーベン

出演：仙台フィルハーモニー管弦楽団
水戸 博之（指揮）　砂川 涼子（ソプラノ）

クラシカル・ウェーブ・コンサート

ウィーンMARO
アンサンブル 2020
～N響メンバーによる
　ニューイヤートーク＆コンサート～

クラシカル・ウェーブ・コンサート

渡辺美里 with
仙台フィルメンバーズ
プレミアムコンサート

コンサート・セレクション 2020

ミュンヘン交響楽団 
ベートーヴェン生誕 250 周年記念演奏会

川内萩ホールでは年間を通して
様々な大学主催の音楽プログラムを
開催しております。

高い音響性能とチェリー色の内装が
醸し出す芸術空間をゆっくりと
お楽しみください。
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キャンパスコンサート

第 24回かたひらロビーミニコンサート

◆日時
　11 月 14 日（木）
　12：10 ～ 12：50
◆出演者
　ギター　佐藤　正隆
　ソプラノ　鈴木　美紀子

片平キャンパス

川内キャンパス

青葉山キャンパス

第 11回 青葉山コンサート

◆日時
　10 月 25 日（金）
　17：00 開場　17：30 開演
◆プログラム
　第 1部　学生・教職員の演奏　17：30 ～
　第 2部　ゲスト音楽家の演奏　19：00 頃～
　　ヴァイオリン　柴生田　桂子
　　ピアノ　木村　奈都子

＊第 12 回 は 2020 年 1 月 17 日予定

かたひらロビーミニコンサート

川内萩ホールカフェコンサート

星陵キャンパス

東北大学病院ホスピタルモール
みんなのコンサート

青葉山コンサート

自修会コンサート
理学研究科合同B棟2階エントランスホール
ランチタイムコンサート、イブニングコンサート
（年数回程度開催）

カフェモーツァルト・クレーズコーヒー
土曜日15︓30～（月1回程度）

片平北門会館1階エントランスロビー
平日12︓10-12︓50（年4回程度）

青葉記念会館1階ロビー
金曜日17︓30～（年3回程度）

東北大学病院1階ホスピタルモール
※星陵キャンパスホスピタルモールみんなのコンサートはご来院の方への
コンサートです。一般の方はご入場できませんのでご了承ください。

※過去のコンサートの様子

※過去のコンサートの様子

東北大学百周年記念会館　川内萩ホール
公式インスタグラムはじめました︕

ホールやキャンパスの様子、イベント情報などを投稿していきます♪
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「東北大学萩友会」は東北大学を応援してくださる方々の会員組織です。
東北大学主催コンサートの優待割引などが受けられます。
東北大学に関心のある方ならどなたでも入会いただけます。
他にも様々な特典をご用意しておりますので、どうぞお気軽にご入会ください。

編集・発行：東北大学総務企画部社会連携課社会連携推進係（東北大学百周年記念会館川内萩ホール）
連絡先：〒980-8576仙台市青葉区川内40
TEL:022-795-3391 / E-mail:hagihall@grp.tohoku.ac.jp

東北大学音楽情報誌『奏』東北大学Music Program vol.7　2019.9月発行

東北大学萩友会キャラクター
「シュウとユウ」

入会のご案内東北大学萩友会
しゅうゆうかい

年会費 1,000 円（税込）
川内萩ホール事務室に備え付けの入会申込用紙に
必要事項をご記入の上お申し込みください。

東北大学
萩友会メールマガジンのご案内

東北大学メールマガジンでは東北大学の最新イベントのご案内やホットな情報がご覧いただけます。

●宛　　先：alumni@grp.tohoku.ac.jp　東北大学萩友会事務局（総務企画部社会連携課校友係）
●タイトル：「メルマガ購読希望」
●本　　文：(1) 配信を希望するメールアドレス (2) お名前 (3) 会員番号（萩友会プレミアム会員の方）

川内萩ホールからのお知らせ
東北大学主催コンサートのご案内
東北大学主催イベント、公開講座のご案内

各種チケット優待情報、東北大学の施設利用優待情報

東北大学ニュース、受賞、成果　　　　　　　　　など

東北大学萩友会広報委員
による写真とコラムも
お届けします♪

「萩友観～今月の一枚～」

月1回

※１月と 8月はメールマガジン休刊月とさせていただいております。

登録方法
メールのタイトルおよび本文に以下の内容をご記入の上、事務局あてにメールでお申込みください。


