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東北大学ワンダーフォーゲル部

５０周年記念行事のご案内

－ 実 施 計 画 書 －

２００８年１０月

５０周年記念行事 実行委員会

最終版

ﾍﾟｰｼﾞ数が多いため、印刷には十分注意下さい
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５０周年記念行事の概要

東北大学 ワンダーフォーゲル部
創立５０周年 記念行事

◆記念行事の全体像
（１）現役部室の公開 （１０/４ ＰＭ）

（２）クラブ創立５０周年 記念祝賀会 （１０/４ 夕方）

（３）泉ケ岳 記念登山 （１０/５ １日）

（４）５０周年の歩み、報告などの整理・電子化

◆記念行事の主催者、準備母体
記念行事は、東北大学ワンダーフォーゲル部ＯＢ会と現役部員が

共同で準備し、記念行事実行委員会が、全体のとりまとめを行う
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Ⅰ 現役部室の公開

現役部品の好意により、クラブ創立５０周年記念祝賀会の当日

現役部員の部室を公開いたします。

次のページ記載の内容に沿って、ご関心のある方々は

東北大学川内北キャンパスの部室公開に参加して下さい。
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Ⅰ（１）、現役部室公開について

（１）公開日時 平成２０年１０月４日（土） １２：００～１５：００ （３時間：無料）

（２）場所 東北大学 川内北キャンパス 新サークル棟 ２１８号室

（３）交通手段 ・車、タクシーの方は、次ページの地図をご参照下さい。

・仙台駅からバスを利用される方は、仙台駅９番乗り場より

①青葉通工学部経由「青葉台」行き ②青葉通工学部経由「宮教大」行き

③青葉通・理・工学部経由「青葉城址循環」線

④広瀬通・理・工学部「西の平・長町（栄）」行き に乗車し

「東北大川内キャンパス前」で下車して下さい。 （片道１８０円）

尚、他の路線に乗車すると時間や料金が余計にかかります、ご注意下さい。

（４）公開内容 現役部員が、部室を訪問されたＯＢ/ＯＧに、部室を案内し

現役の活動状況や大学の様子をご紹介します。

（５）参加方法 ９/３０（火）までに、電子メールにて、生野達也さん（４年主将）に

事前連絡 （090-6664-1190） をお願いします。

（６）問合わせ先 生野 達也 （電子メール itiyjp@yahoo.co.jp）
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Ⅰ（２）、川内北キャンパスへのアクセスなど

青葉城址へ

文系ﾛｰﾀﾘｰ

青葉通り

広瀬通り

西

公

園
仙台国際センター

広瀬川

仙台二高

青葉山へ

生協・食堂

新サークル棟

２１８号室

川内郵便局

東北大学

川内ｷｬﾝﾊﾟｽ前

川内北ｷｬﾝﾊﾟｽ

有料駐車場

Ｐ

車でいらした方は

有料駐車場をご利用下さい
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Ⅱ クラブ創立５０周年 記念祝賀会
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Ⅱ（１）．祝賀会の名称、開催日時、場所、出席者 など

東北大学ワンダーフォーゲル部

創立５０周年祝賀会

（１）開催日時 平成２０年１０月４日（土）

１６：００受付開始 １７：２０～ 記念撮影

１８：００祝賀会 開始

（２）場所 仙台サンプラザ （クリスタルルーム）

http://www.sendai-sunplaza.com/

０２２－２５７－３３３３ （代表）

（３）主なアクセス ＪＲ仙石線 榴ヶ岡駅前 または 仙台駅東口 徒歩１３分

（４）出席予定者 招待者、ＴＵＷＶのＯＢ/ＯＧ、現役部員 ２２０名ほど

（５）会費など 別ベージ記載の金額を事前振込みして頂きます。

（６）問合わせ先 佐藤（敦）さん（３期）、青木さん（６期）、真尾さん（７期）
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Ⅱ（２）、仙台サンプラザ（会場）へのアクセス

仙
台
駅

東京

盛岡

仙台サンプラザ

ＪＲ仙石線

榴ヶ岡駅

http://www.sendai-sunplaza.com

代ｾﾞﾐ

楽天
ｽﾀｼﾞｱﾑへ

約１０００ｍ
徒歩１３～１５分程度

ﾖﾄﾞﾊﾞｼ
ｶﾒﾗ

東口
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Ⅱ（３）．受付、記念撮影など

遅くも１７：００ 会場着で行動して下さい

◆ 受付時間帯 １６：００～１７：１５
○ 受付は会場の１Ｆです 当日は会費を徴収いたしません

○ 名刺をお持ちの方は、受付に名刺を１枚お渡しして下さい。事前準備された名札

を受け取り、胸に付けて下さい。 （予約の無い方は、手書きの名札になります）

○ １Ｆにクロークがあります ご活用下さい 写真撮影まで１Ｆの受付奥

控え室 「パール」、「ローズ」でお待ち下さい。 ウエルカムドリンクがあります。

○ 控え室「ローズ」で「ＴＵＷＶ５０周年写真集」を公開します。

受付終了時刻 １７：１５

◆写真撮影 １７：２０～１７：５０
会場１Ｆのロビ－にて、全体写真を撮影します。全体写真は、概ね４０名程度を

１組にして、若い世代から撮影します。 当日の案内にご協力下さい。

記念祝賀会の間は、クラブ有志による写真撮影を、適宜行います
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Ⅱ（３）．受付、記念撮影など（続き）

集合写真の撮影は、概ね以下の時間に行います。

時間厳守にご協力下さい

尚、鈴木ハツヨ様、佐藤康夫様、歴代部長の方は

すべての写真撮影に加わって下さい

◆ １７：２０： ３０期～５１期 （３１名を予定）

◆ １７：２５： ２１期～２９期 （３７名を予定）

◆ １７：３０： １５期～２０期 （３４名を予定）

◆ １７：３５： ８期～１４期 （３５名を予定）

◆ １７：４０： ５期～ ７期 （４０名を予定）

◆ １７：４５： １期～ ４期 （３５名を予定）
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東北大学ワンダーフォーゲル部
創立５０周年 記念祝賀会 式次第

●日時：１０／４（土） ●場所：仙台サンプラザ （クリスタルルーム） １７：５０入場開始

１．開会 １８：００～

２．主催者挨拶 後藤龍男 （実行委員長：３期）

３．挨拶 吉田公平 （２代部長：５期）、植松康（現部長：１６期）

４．乾杯 野家啓一 （３代部長：１０期）

＜ ご 歓 談 ＞

５．スピーチ １８：４５～１９：１０

鈴木ハツヨ様（初代部長夫人）、平塚征英（４期）

加藤哲男（１期）、 利根川敏（２２期）

佐藤賢一（４５期）

＜ ご 歓 談 ＞ ～ ２０：００マデ

６．ｱﾄﾗｸｼｮﾝ くずらんこ：渡辺勝宏（２期） パフォーマンス：現役部員

７．記念品贈呈 実行委員長より、現主将へ ２０：２０

８．学生歌・部歌斉唱 生野達也 （現主将：４８期） ２０：２５

９．中締め 小原佑一 （ＯＢ会長：４期） ２０：３０

Ⅱ（４）．式次第 司会：青木祐二（６期）

（敬称略）
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Ⅱ（５）．祝賀会会場について

主賓

司
会

入口

１．ご来賓の方、招待者、高齢者用に、テーブルとイスを６０名程

準備いたします。 １０名ｘﾃｰﾌﾞﾙ６個＝６０名（1/4が着席可能）
２．他に丸テーブルを立食用に、１３個程度準備いたします。

立食

立食

立食

立食

立食

立食

立食

立食

立食

立食

着席式と立食式の折衷です

－イメージ図です－

ス
ク
リ
ー
ン
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Ⅱ（６）．会費など

１０，０００円/１人 （男性、女性とも同額）ＯＢ/ＯＧ

２，０００円/１人部員の配偶者

２，０００円/１人現役（１年～４年）

２，０００円学生のＯＢ

１２，０００円/ご夫妻ＯＢ/ＯＧのカップル

会費区分

◆祝賀会会費 （招待者は無料です）

◆振込み先 七十七銀行 本店 普通 ７７９５７００

ＴＵＷＶ５０ネン カイケイ
「東北大学ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ部 ５０周年記念行事 実行委員会 会計 利根川 敏」で口座新設済み

◆重要 振込人の先頭に卒業期を数字で記載して下さい

例 ２２期 利根川 敏 「２２ ﾄﾈｶﾞﾜ ｻﾄｼ」

◆受付期間 ８月１８日（月）～８月３１日（日）
出席変更の最終締切りは ９月３０日（火） です。
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Ⅱ（７）．出席予定数 など

集計状況

①来賓、招待者 ２名（確定）

②ＯＢ/ＯＧ ２１０名

③現役 １２名

④記念行事（祝賀会、登山）出席者総数 ２２４名
（祝賀会出席者２１７名、登山参加者１４１名）

⑤入金を頂くべき数（②＋③） ２２０名

⑥入金確認数 ２２０名

９/２２ 時点

◆９/２２時点で事前エントリー全員の入金を確認済みです

◆９/３０まで 追加出席、欠席などの変更を受け付けます

（９/３０までに事前連絡（欠席）があった場合、会費を返却予定）
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Ⅱ（８）．出席者へのお願い

祝賀会を、円滑に進めるため、以下の点に関しご協力下さい。

（１）会費振込み ： 指定期日までに振込みを完了して下さい

入金確認により、当日の出席を確定します。

振込人の前に、卒業期を記載して下さい （２２ ﾄﾈｶﾞﾜｻﾄｼ）

（２）受付時間 ： １６：００から受付がスタートします。 遅くも１７：１５までに、

受付（名札着用など）を済ませて下さい。

受付係、会計係も同窓会出席メンバーのため、時間厳守でお願いします。

（３）名札に関して ： 名札は実行委員会が事前準備いたします。

このため、「事前登録と入金処置」 にご協力下さい。

名刺をお持ちの方は、１枚名刺を受付にお渡し下さい。

（４）写真撮影 ： 手戸さん、國岡さん、渡辺さん、多田さんが写真を撮影します

写真係がカメラをかまえましたら、スマイルをお願いします。

（５）緊急時 （飛び入り、ドタキャンなど） の連絡先

利根川 敏 携帯： ０９０－１４３２－７８０６ へお願いします。
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Ⅱ（９）、二次会、写真の公開に関して

◆事務局では二次会を準備していません。また、会費精算

は後日のため、二次会への会費充当はご容赦下さい。

◆当日の写真は、クラブのホームページで公開

いたします。

楽しい祝賀会になる様、皆様のご協力を

お願いいたします。

18

Ⅲ 泉ケ岳 記念登山



19

Ⅲ（１）．泉ケ岳 記念登山の概要

東北大学ワンダーフォーゲル部

創立５０周年 泉ケ岳記念登山

（１）開催日時 平成２０年１０月５日（日）

９：１０泉ロッジ集合 １５：２０（泉ロッジ解散）

（２）場所 泉ロッジ～泉ケ岳山頂

（①泉ロッジ～泉山頂：往復 ②泉ロッジ～水神：往復）

（３）出席予定者 ＴＵＷＶ関係者を中心に１４０名前後

（４）会費など ①登山、記念セレモニー ：１０００円

②貸切バス利用者 ：１５００円（往復）

指定の振込み口座に、事前入金して下さい。

（祝賀会の費用とは別になります）

（５）昼食など 泉ロッジでの軽食（２ＰＭ以降）は準備しますが、

登山中の昼食等は、参加者がご準備下さい。

（６）問合わせ先 瀬尾さん（５期）、桜さん（５期）、桃谷さん（９期）
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Ⅲ（２）．行動スケジュール

・貸切バス 仙台駅西口（旧 日立ﾌｧﾐﾘｰｾﾝﾀｰ前）出発 泉中央経由

・貸切バス 泉ケ岳自然の家 着

全員集合 （自家用車、一般バス、貸切バス 利用者 全員）

・実行委員長 挨拶、ガイダンス（幹事より）

・登山開始 （①は山頂コース ②は水神コース）

①９：３０泉ロッジ発 →１０：３０水神着 １０：４０水神発 →１１：３０泉山頂

（昼食、記念写真、自由行動） →１２：００泉山頂（最終組）

１２：１５ 下山開始

１２：３０頂上（最終組） →ウサギ平（経由） →１４：００泉ロッジ着

②９：４０ゆっくり泉ロッジ発 →１０：３０水神着 （記念写真、自由行動）

１１：００ 下山開始

１１：００水神発 →１２：００泉ロッジ着 （自由行動）

・山麓集合 ・記念セレモニー （泉ロッジ２Ｆ（レストラン）にて）

主催者、参加者の挨拶 歓談 軽食

・記念セレモニー終了 解散

・貸切バス 泉ケ岳自然の家発 発 （１５：５５ 市バス 同発）

・貸切バス１号（仙台直行便）仙台駅着 ・同２号（泉中央経由）仙台駅着

８：００

９：００

９：１０

９：１５

９：３０

１４：００

１５：２０

１５：３０

１７：００ころ

イ ベ ン ト時 刻
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（１）ＴＵＷＶの貸切バスを利用

①時刻 ・８：００ ＪＲ仙台駅西口（青葉プラザ）発 ・１７：００ 同 到着

②費用 往復１５００円 （事前予約制です）

③貸切バスは２台出る予定。 集合場所は仙台駅西口（青葉プラザ）

（２）一般の交通機関を利用 （８時前に仙台を出る必要あり 往復２，０２０円）

＜仙台～泉中央（地下鉄） ＋ 泉中央～泉ケ岳自然の家（バス５０分）＞

①行き 仙台～泉中央（２９０円） ＋ 泉中央から仙台市バス（７２０円）

仙台市バス：泉中央駅 ２番乗り場発 ７：１５ ｏｒ ８：３０

②帰り ①の逆ルート：泉ケ岳自然の家発 １２：５５/１５：５５/１７：０５

注意 仙台駅から直接泉ケ岳へのバスはありません

ＴＵＷＶの貸切バスご利用を強く推薦します

Ⅲ（３）．泉ロッジへのアクセス、貸切バスなど

泉ロッジ（泉ケ岳自然の家：バス停）へのアクセスは、以下の通りです

（申し上げるまでも無く、飲酒運転は絶対厳禁です、交通ルールを守って下さい。）
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Ⅲ（３）．泉ロッジへのアクセス、貸切バスなど（続き）

仙台駅、貸切バス乗り場 泉中央駅、貸切バス乗り場

１０／５ ８：００出発 １０／５ ８：２０ころ出発

◆緊急連絡 真尾さん ０９０－３３６８－３１０４

仙
台

駅

七十七銀行本店

三井住友銀行

中央１

青葉通り

－青葉通りプラザ－

◆秋田銀行 前

◆旧 日立ファミリーセンター前

◆JR仙石線あおば通り地下駅南口

七十七銀行 泉
中
央

駅

泉警察署
－地下鉄泉中央駅－

◆七十七銀行 向かい

◆ファミリーマート 前

◆泉署から 徒歩数分

ファミリマート秋田銀行

◆緊急連絡 瀬尾さん ０９０－２３６９－２９２６

－バス乗車時は、祝賀会の名札（バス利用と記載）を提示して下さい－
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お願い 現役時代のユニフォームをお持ちの方はぜひ

着用して下さい。（現役部員はﾕﾆﾌｫｰﾑがありません）
祝賀会の名札は、登山中も身につけて下さい。

Ⅲ（４）．記念登山

（１）山頂コース
①概ね１０名前後を１パーテイとし、学年毎にそろって登山

（パーテイ編成は、次ページに記載）

②パーテイ出発の順番、リフト利用の判断などは

当日、記念登山責任者（幹事）からガイダンスがあります。

③頂上では、記念写真を撮影予定

（２）水神コース
①時間的には十分余裕があるため、出発（９：４０）と

記念セレモニー（１４：００）以外は、制約はありません。

★重要： １０/４の記念祝賀会の最後（２０：３０ころ）に
泉ケ岳記念登山の有無を最終連絡します。
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Ⅲ（４）．記念登山 （パーテイ編成）

◆ＰＬ、ＳＬはパーテイで相談により決める

◆登山コース、手段（リフト利用）なども、パーテイで決定する

カッコ内の数字は、メンバー予定数（最終ではありません）

◎ ロッジ本部：瀬尾（５期）、他１名（２）

①班 １期～３期（１１） ⑨班 ２０期～２２期（１１）

②班 ４期（８） ⑩班 ２３期～３０期（９）

③班 ５期（１０） ⑪班 ３１期～４７期（１１）

④班 ６期～７期（１２） ⑫班 水神コース全員（１１）

⑤班 ８期～９期（１１） ⑬班 現役・本部先発隊（４）

⑥班 １０期～１１期（９）⑭班 現役・本部中間隊（４）

⑦班 １２期～１４期（９）⑮班 現役・本部後発隊（４）

⑧班 １５期～１９期（１４）
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Ⅲ（５）．記念セレモニー

（１）開催時間帯 １４：００～１５：２０

（２）場所 泉ロッジ ２Ｆ を２時間貸切

１２．６ｍ ｘ １５．０ｍ （約１９０㎡）

定員２５０名のうち、１４０名分を貸しきる

（３）内容 ・実行委員長 ・記念登山責任者 挨拶

・軽食（芋煮 おにぎりなど）、飲み物（ビールなど）を準備

・最後に部歌を合唱して解散

（４）会費 １０００円/１人

（５）その他 「祝・ＴＵＷＶ創立５０周年記念登山」の横断幕を準備

仙台市バスの発車時刻は １２：５５/１５：５５/１７：０５ です

貸切バスを使用されない方は、十分ご注意下さい
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Ⅳ． ５０周年のあゆみ

報告の電子化 とりまとめ
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記念祝賀会で、５０周年にわたるクラブ活動を

「東北大学ワンダーフォーゲル部、５０周年の歩み」
としてまとめてはどうか、との提案がありました。

有志の方々が提供されたなつかしい写真などを集め
平塚さん（４期）のご尽力で、写真集が完成しつつあります。

杉田勝亮さん（２期）ご提供、クラブ創設期の写真集
（１期～４期まで、非常に貴重な写真が多数） などもあります。

記念祝賀会（２２０名収容）での公開は、様々な理由
（機材準備、費用、出席者多数など）で実現は難しいです。

このため、祝賀会開始前の空き時間に、控え室で写真集を

公開いたします。また、ホームページでの公開も検討します。

祝賀会に出席される皆様、是非ご期待下さい。
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クラブ創立５０周年を記念して、クラブ活動をまとめている

「報告」を電子化（ｐｄｆ）してはどうかとの提案があります。

「報告」の電子化は、相当量の時間がかかるため、１０/４ １０/５

に予定されている記念行事とは別に考えます。

電子化は粛々と進めており、ｐｄｆの公開は別途連絡します。

関係の皆さんの力を借りながら、最終とりまとめは、

記念企画の小原さんが対応します。
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東北大学創立５０周年 記念行事運営チーム

（１）全体統括 後藤（３期）、平塚（４期）

（２）祝賀会 佐藤（敦）（３期）、青木（６期）

真尾（７期）

（３）記念登山 瀬尾（５期）、桜（５期）、桃谷（９期）

（４）記念企画 小原（４期）

（５）会 計 伊田（２６期）、利根川（２２期）

（６）ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 利根川（２２期）

（７）記録 渡辺（６期）

（８）若手支援者 多田（４５期）、草野（４５期）、曽我（４６期）

原田（４７期）、生野（４８期）、大窪（４９期）

（９）事務局 佐藤（拓）（８期）

ご協力頂いた方々に、深く感謝申し上げます。

（敬称略）
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以上


