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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。

イチョウが実を落とし秋が深まりはじめる頃、川内
萩ホール西側の樹木が真っ先に鮮やかな黄色に染ま
りました。ホール周辺では次々と紅葉が広がり、白亜
の外壁と秋の青空との共演が見事です。

over PhotoC
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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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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 タカラレーベン東北

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

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
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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、以下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。

キャンパスコンサート

川内キャンパス

川内萩ホールカフェコンサート
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）

片平キャンパス

かたひらロビーミニコンサート
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）

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

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。

青葉山キャンパス

第 12回 青葉山コンサート

◆日時：2020 年 1月 17 日（金）

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）

青葉記念会館1階ロビー
金曜日17︓30～（年3回程度）

※過去のコンサートの様子

カフェモーツァルト・メトロ

お会計から
50円引き

カフェモーツァルト・クレーズコーヒー

お会計から
50円引き

※
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Tohoku University
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私たちは、主に年 2 回の演奏会で萩ホー
ルを利用させていただいております。
大学構内という立地で楽器運搬等が簡単
なうえ、昨年の工事で音響設備にも改良
が加えられて、とても使いやすく、素晴ら
しいホールだと感じています。

東北大学学友会 吹奏楽部

12 月 15 日（日）に
定期演奏会を開催します。
是非お越しください！

仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団

当団のメンバーには「萩ホール」の事をい
まだに「記念講堂」と呼ぶ人がいます。「講
堂」の外観はそのままで素晴らしい音響の
音楽ホールに生まれ変わった時には、彼ら
は驚いたことでしょう。でも、急勾配の 2
階席や、楽屋からステージへ向かう狭い石
段などが全然変わっていないのには、なに
かほっとさせられます。

2020 年 4 月 18 日（土）にも
川内萩ホールで

コンサートを開催します。

仙台シンフォニエッタ

10 月 13 日（日）にも川内萩ホールで演奏会をしましたが、台風
19 号が接近する中での開催でした。12 日夜にはゲネプロも。予定
通りやるか悩み、気象台に聞くと「12日夜の仙台周辺は風雨とも
強く、13日は急速に回復する」という。ゲネプロは中止、本番は予
定通りと決めました。ソリストを 3 人もお願いしている事情もあ
りました。“無観客演奏会”も覚悟しましたが、300 人近くが来場。
オール・モーツアルトのプログラムはソリストの皆さんの熱演
もあって、いいステージとなったと自負しております。事前のリ
ハが減った分、本番は緊張感をもって臨めたとの声も。
いい音楽ホールが少ない仙台で、ここは音響がいいというのがメンバーの一致した意
見。十分な広さの控え室がもうひとつ欲しいとの声もあります。次回の演奏会もここ萩
ホールで開催しますのでぜひお越しください。

2020 年 5 月 24 日（日）に
萩ホールで演奏会を開催します。
ブラームス・交響曲第 4番など
を演奏します。

定期演奏会から部内での発表会に至るまで、いつも
萩ホールに大変お世話になっています。格調高い内
観と魅力的な音響を有す
るホールを、格安で使用で
きることを非常にありが
たく思います。またスタッ
フの方々はいつも大変優
しくしてくださり、演奏会
を楽しく運営できていま
す。これからもよろしくお
願いいたします！

東北大学学友会 交響楽部

来年夏の定期演奏会も
2020 年 6月 27 日（土）に
川内萩ホールで開催します。

東北大学学友会 混声合唱部

川内萩ホールは毎年 12 月に行わ
れる当団主催の定期演奏会、9月
末に開催される SMO、その他学
位記授与式など、様々な機会で利
用します。音が良く響き、公共交
通機関のアクセスも良く、とても
使いやすいホールです。

12 月 8 日（日）
第 60 回定期演奏会も
こちらで開催いたします。

Tohoku University

Sendai City
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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をチェック︕

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ます♪

約 40 名利用可能な会議
室が3つあり、つなげての
使用も可能です。プロジェ
クターを備え、発表会やレ
セプション等にお使いい
ただけます。

カフェを併設し、開放的な
窓やテラスのあるくつろ
ぎの空間です。小規模の
カフェコンサートが開催
可能です。

スタインウェイ製フルコ
ンサートピアノを手ごろ
な価格でご利用いただけ
るほか、エレクトーンや電
子ピアノも取り揃えてい
ます。

通常 80 台（最大 140 台）
収容可能な駐車場を無料
でお使いいただけます。

ホールご利用の場合、大
小 7 つの控室を無料でお
使いいただけます。アップ
ライトピアノやシャワー
付きの控室もございます。

ステージから床、壁にいたるまで樺桜の赤で統一された、
1,234 席（車イス席含む）の大ホール。世界水準の音響設計
により各種演奏がのびやかに響きます。また平成 31 年度
の改修工事により講演等の声がさらに明瞭になりました。
12,000 ルーメンのプロジェクターや 500 インチ大型スク
リーン、同時通訳室なども備え、多彩な用途に対応可能な
ホールです。

世界水準の音響設計と 1,234 席の大ホール

   大型スクリーンと高輝度DLP プロジェクター

会議室・応接室・多目的スペースなど多彩な館内施設

   仙台城二の丸跡の贅沢な景観

仙台駅から地下鉄で 5分の良好なアクセス

川内萩ホールで
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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
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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。


