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はじめに 

 「春オケ」こと関東医科学生オーケストラフェスティバルは、主に関東の医療系大学の学

生をメンバーとするオーケストラ団体で、今回で 25 回目の演奏会を迎えます。昨年に引き続

き、白谷隆先生に指揮して頂きます。 

 また、春オケの他にも様々な医オケが存在していますが、毎年春オケに参加される多くの

学生が春オケのメンバーと交流を深め、そこから他の医オケへのデビューをしております。

春オケ初参加の方にも、もちろんリピーターの方々にも楽しんでいただけるようなオーケス

トラを目指し、そして半年後の演奏会が素晴らしいものになるよう尽力していきます。 

幹部一同、皆様のエントリーを心よりお待ちしております!! 

 

 「春オケ」は参加者全体でつくりあげていくものだと思っています。アイデア・ご要望な

どがありましたら、ぜひお聞かせください。春オケ HP の掲示板への書き込み、問い合わせメ

ール等どのようなかたちでも結構ですので、よろしくお願いいたします。 

春オケ問い合わせ先：haruoke25_HP@live.jp 

第 25 回春オケ HP の URL：http://haruoke25.web.fc2.com/ 

 

また、今後、この春オケ報に幹部から皆様へのお知らせを載せて参りますので、随時

ご確認ください。 

 

今回の春オケ報のお知らせ内容は以下の通りです。 

 

１．今回のプログラムについて（1頁） 

２．演奏会について（2） 

３．初合わせ（3） 

４．トレーナー紹介（3） 

５．パートリーダー紹介（3） 

６．エントリー・エントリー費について（4）※例年からの変更点がございます。 

 ・振込み方法  ・延滞金  ・キャンセル 

７．練習日程（6） 

８．レセプション係から（7） 

９．実行委員紹介（8） 

10．交通アクセス 

 ・慶應信濃町キャンパス  ・女子医  ・東邦大森キャンパス 
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１．今回のプログラムについて 

 第 25 回関東医科学生オーケストラフェスティバルのメイン曲はショスタコーヴィチ「交響

曲第 5 番」に決定致しました。医オケリピーターでご存知の方も多いと思いますが、「ショス

5」は第 18 回北日本医科学生オーケストラフェスティバル(北オケ)のメイン曲でした。この

ことに関しては、北オケ参加者も数多く参加される春オケの位置づけ上、反響が少なからず

ありました。否定的な考えをお持ちになる方ももちろんおられるかと思います。 

 選曲の段階でも、当然「ショス 5」が昨年北オケでやった曲であることは認知されていま

した。しかし、それでも、選曲の結果、「ショス 5」が今年の春オケに最もふさわしいという

考えに基づき、投票により他の候補曲の中から「ショス 5」が選ばれました。 

 私達は白谷先生のもと、これから集まる新しい春オケのメンバーでつくり上げる「ショス

5」が、第 25 回春オケでしかできない「ショス 5」になるだろうと考えていますし、またそ

れを目指さなければならないと考えています。 

 以上のような事情をご理解いただきたく、説明させていただきました。何卒よろしくお願

い致します。皆様の春オケへのご参加を心よりお待ちしております。 

第 25 回関東医科学生オーケストラフェスティバル 阿瀬川周平 

 

２．演奏会について  

＜演奏会日程＞ 

◇日時                     

2012年 6月 23日(土) 時間未定 

◇会場 

文京シビックセンター 

◇指揮 

白谷隆先生 
 

＜曲目＞ 

◇メイン：ショスタコービッチ / 交響曲第５番  

◇前プロ：ホルスト / 組曲「惑星」より「木星」  

◇中プロ：チャイコフスキー / 組曲「くるみ割り人形」  
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３．初合わせ  

日時：2012 年 1月 28 日（土） 14 時～18 時 

場所：東邦大学 大森キャンパス 看護科 

 やむを得ず欠席する場合は、その旨を必ずパートリーダーまでお伝えください。また、初

合わせ終了後に参加者の親睦を深めて頂くため、大々的なレセプションを行います。奮って

ご参加ください！ 

 

４．トレーナー紹介  

ご指導いただくトレーナーの先生方です。 

Violin 藤村政芳 先生 

Viola 古川原裕仁 先生 

Cello 松岡陽平 先生 

Bass 黒木岩寿 先生 

Wind 鈴木明博 先生 

Brass 瀧澤寛 先生 

Percussion 下村まり繪 先生 

Stage Management 小林俊夫 先生 

 

５．パートリーダー紹介  

皆さんの先頭に立ち、演奏を引っ張って下さるパートリーダーの皆さんを紹介します。 

Vn 日本大学 3年 犬井啓太 

Va 東邦大学 3年  園川卓海 

Vc 東京医科大学 3年 川崎健太 

Cb 慶應義塾大学 3年 都築一平 

Fl 東京女子医科大学 3年 宮武里沙 

Ob 東京女子医科大学 3年 上野絢子 

Cl 杏林大学 3年 白鳥嵩之 

Fg 東邦大学 2年 松村智彦 

Hr 順天堂大学 2年 赤塚礼菜 

Tp 順天堂大学 3年 八子歩美 

Tb 東邦大学 3年 大塚真実 

Perc 東京女子医科大学 2年 豊間優里子 

目次へ戻る 
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６．エントリー・エントリー費について  

＜エントリーについて＞ 

今年のエントリー方法は、昨年と同様オンラインエントリーのみとなります。郵送で

のエントリーは受け付けておりませんのでご注意ください。なお、エントリーの開始は

12 月 11 日(日)23：00 とさせていただきます。楽譜の発送が初合わせに間に合うよう、

なるべく早くエントリーの手続きをお願いいたします。 

 

＜エントリー費について＞ 

今回からエントリー費を 20,000 円とさせていただきます。例年より尐し値上がりとな

りますが、この分は今後のオプション費を下げる等して、皆様に還元していきます。 

まず、エントリーが確認され次第、エントリー係（中島）より確認メールが届きます。 

エントリーされた方は、1 月 23 日（月）までに下記の口座へ振り込んでください。 

振り込みが完了しましたら、会計（平賀）まで、振り込んだ旨をメールしてください。

その際、大学、学年、パート、お名前（ふりがなも）、振り込み完了日をメールに記入し

ていただきますようお願いいたします。 

振り込みが確認できましたら、会計からメールが届きます。 

※年末年始は郵便局の営業時間にご注意ください 

 

毎年、エントリー費振込みの遅れが目立っております。これは運営上の大きな障害と

なりますので、必ず期限までに振り込んでいただきますよう、どうぞよろしくお願い致

します。 

エントリー費についてのお問い合わせは会計（平賀）までお願いいたします。 

会計係 平賀： haruoke25_kaikei@yahoo.co.jp 

 

 

目次へ戻る 
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＜振込み方法＞ 

郵便局より普通預金からの振込み 

================================================================== 

記号：10050 

番号：88425861 

金額：20,000円 

加入者名：関東医科学生オーケストラ連盟 

================================================================== 

 

また、2009 年 1 月 5 日より、ゆうちょ銀行・郵便局と他の金融機関との間でも振込みが可

能となりました。そのため以下の情報も必要となりますので、よろしくお願いいたします。 

 

他の金融機関からの振込み 

================================================================== 

店名 008 

預金種目 普通預金 

口座番号 8842586 

================================================================== 

 

※注意 

・送金人（ご自身）の氏名を必ずご記入ください。 

 

・エントリー費は必ず口座振込みにてお願いします。現金によるお支払いは受け

付けておりません。 

 

・複数人で一括しての振込みはご遠慮ください。 

 

＜延滞金について＞ 

エントリー費の振り込みは 1月 23日（月）までに必ずお願いいたします。期日以降は

延滞金が発生しますのでご了承ください。 

1月 9日までにエントリー：1月 24日（火）～3 月 19日（月）→1,000円 

1月 10以降にエントリー：確認メールが届いてから 2週間～3月 19日（月）→1,000円 

全員：3月 20日（火）以降→2,000円 

 

目次へ戻る 
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＜エントリーのキャンセルについて＞ 

エントリーをキャンセルされる方は、エントリー係・中島（haruoke25_HP@live.jp）

に直接お申し出下さい。エントリー費の返還については次のようになっています。詳し

くはエントリー係にお尋ねください。 

初合わせ前まで：全額返還（初合わせは 1月 28日です。） 

初合わせ～3月 31日まで：10,000 円返還 

4月 1日～5 月 13日（日）まで：5,000 円返還 

5月 14日（月）以降のキャンセルにつきましてはエントリー費の返還は致しません。 

 

エントリー・エントリーキャンセルについて質問がある方は 

エントリー係・中島（haruoke25_HP@live.jp）までお願いします。 

 

７．練習日程  

練習日程の予定は下記の通りです。練習場所は決まり次第、追って連絡いたします。HPで

もご確認ください。 

日程 練習時間 練習場所 

1/28（土） 14:00～18:00 東邦大学 大森キャンパス 

2/5（日） 14:00～18:00 以下未定 

3/4（日） 14:00～18:00  

4/1（日） 13:00～16:00  

4/21（土） 17:00～21:00  

5/12（土） 14:00～18:00  

5/13（日） 14:00～18:00  

5/27（日） 17:00～21:00  

6/3（日） 14:00～18:00  

6/16（土） 14:00～18:00  

6/17（日） 14:00～18:00  

6/23（土） 本番 文京シビックホール 大ホール 

※受付について 

当日受付にて出席確認、エントリー費の振込みの確認、レセプション会費の集金を行い

ます。受付には幹部がおりますので、何かあればいつでもいらしてください。また、名札

を配りますので、是非おつけ下さい。 

目次へ戻る 
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８．レセプション係から  

1月 28日の初合わせ後、18:45（予定）からレセプションを行います。是非お誘い合わ

せの上ご参加下さい！レセプションの開始時刻および開催場所等の詳細な情報は決まり

次第お知らせいたしますので、HPもしくは春オケ報をその都度ご確認ください。 

今年の春オケでは「学年ごちゃまぜランダム飲み」「スキースノボ旅行」「春‐１グラ

ンプリ」「秘密❤」など、パートを越えた交流が出来るような新しい企画も考えておりま

すので、楽しみにしていてください♪ 

 

【レセプション予定表】 

日程 練習時間 レセプション内容 

1/28（土） 14:00～18:00 パート飲み 

2/5（日） 14:00～18:00 学年飲み 

3/4（日） 14:00～18:00 ランダム飲み 

4/1（日） 13:00～16:00 春‐１グランプリからの学年飲み 

4/21（土） 17:00～21:00 休肝日 

5/12（土） 14:00～18:00 秘密❤ 

5/13（日） 14:00～18:00 秘密❤ 

5/27（日） 17:00～21:00 休肝日 

6/3（日） 14:00～18:00 秘密❤からの春‐１グランプリ 

6/16（土） 14:00～18:00 秘密❤ 

6/17（日） 14:00～18:00 前夜祭からの春‐１グランプリ 

6/23（土） 本番 打ち上げ 
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９．実行委員紹介  

第 25回春オケを運営する幹部のメンバーです。どうぞよろしくお願い致します。 

役職 氏名 呼び方 出身校 

実行委員長 阿瀬川 周平 あぜっち 慶應義塾大学２年 

副実行委員長・HP・エントリー 中島 祐人 もじゃ 千葉大学２年 

総務・運搬 豊間 優里子 とよまん 東京女子医科大学２年 

会計 平賀 瑛理奈 えりー 東邦大学２年 

広報・譜面台 桑原 優仁 ゆに 東京女子医科大学２年 

インスペクター・ホール 朝比奈 泰彦 ひなひな 慶応義塾大学２年 

譜面・選曲 河合 優佑 むっしゅ 東京医科大学２年 

レセプション 白尾 翔 しら 東京医科大学２年 

 

♪ホームページ 

今年も春オケのホームページができました。各大学のオーケストラなどのリンク先ホーム

ページへは、こちらから相互のリンクをお願いにお邪魔させていただきますので、その際は、

お手数ですがよろしくお願いします。 

 

◇HP 

第 25回春オケ（関東医科学生オーケストラフェスティバル） 

http://haruoke25.web.fc2.com/index.html
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交通アクセス 

 

○慶応義塾大学 

 

 

 

 

 

JR 総武線 信濃町駅 徒歩約 2分 

地下鉄 都営大江戸線 国立競技場下車 徒歩約 5分 

 丸の内線四谷三丁目下車 徒歩約 15分 

 半蔵門線・銀座線 青山一丁目下車 徒歩約 15分 

都営バス 新宿駅西口－品川車庫（四 97）信濃町駅前下車 徒歩約 1 分 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

目次へ戻る 
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グラウンド 
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○東京女子医科大学 

 

 

 

 

都営大江戸線  若松河田駅下車 河田口より徒歩 5分 

              牛込柳町駅下車 西口より徒歩 5分 

都営新宿線    曙橋駅下車 A2出口より徒歩 8分 

都営バス      新宿駅西口－東京女子医大前（宿 74、75） 

              三宅坂－四谷駅前－東京女子医大前（宿 75） 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次へ戻る 

弥生記念講堂 

食堂 

都営大江戸線 

若松河田駅 
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○東邦大学 

・京浜東北線 蒲田駅 下車   

東口 2番バス乗り場から 「大森駅」行きに乗車、約 10分。 

「東邦大学」下車、徒歩 2分。 

・京浜東北線 大森駅 下車 

東口 1番バス乗り場から 「蒲田駅」行きに乗車、約 15分。 

「東邦大学」下車、徒歩 1分。 

・京浜急行大森町駅 下車  徒歩 10分。 

・京浜急行梅屋敷駅 下車  徒歩 8分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：豊間優里子 

蒲田駅東口を出て商店街を直進し、橋を超

えると大きな十字路に出ます。そこで左に

曲がり直進していると右手に東邦大学医

学部の病院が見えます。病院すぎて右手 

に東邦大学医学部のキャンパスが、左手に

「ジェーソン」というスーパーがありま

す。その先のかどで左に曲がると東邦大学

医学部看護学科のキャンパスがあります。

徒歩２０分ほどです。蒲田駅東口からバス

も出ており「東邦大学病院前」で下車する

と近いです。 


