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EVENT  INFORMATION 2003
日　　　程 行　　　事 場　　　　　　所

７月30日（水）
　～８月１日（金）

日本赤十字社救急法講習会 多摩キャンパス　７号館

８月４日（月）
　～６日（水）

日本赤十字社家庭看護法講習会 多摩キャンパス　７号館

９月12日（金） 東京救急協会上級救命講習会 後楽園キャンパス　新３号館

10月11日（土）
　　12日（日）

スポーツ大会2003 多摩キャンパス　第２体育館周辺

10月31日（金）
　～11月３日（月）

白門祭（大学祭） 多摩キャンパス 後楽園キャンパス

10月・11月・12月 歌舞伎鑑賞会

12月 文楽鑑賞会

　多摩キャンパス
夏季休業期間等のスポーツ施設貸出について

　Ａ．７月16日（水）～７月29日（火）
　　　　①9:20～10:50　②11:00～12:30　③13:20～14:50　④15:00～16:30

　Ｂ．７月30日（水）～８月29日（金）
　　　　①9:20～10:50　②11:00～12:30　③13:20～14:50

※利用希望日の６日前（窓口休止期間を含まず）から学生課で先着順で受付
をします。
　ただし、土・日および８月９日（土）～18日（月）は貸出を行いません。

　Ｃ．８月30日（土）～９月21日（日）
　　　　メンテナンスのため貸出は行いません。

summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  

summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  summer  
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日本赤十字社救急法講習会
2003年７月30日（水）～８月１日（金）　9:30～17:30

場　所　　多摩キャンパス7101、7102号教室（予定）         

対　象　　本学学部学生

定　員　　30名

参加費　　1,000円

受　付　　2003年6月25日（水）10:00より先着順　

     多摩キャンパス　学生課　／　後楽園キャンパス　理工学部学生生活課

 　☆検定試験（筆記・実技）の合格者には「救急員認定証」が交付されます。

日本赤十字社家庭看護法講習会
2003年８月４日（月）～６日（水）　9:30～17:30 

場　所　　多摩キャンパス7101、7102号教室（予定）

対　象　　本学学部学生

定　員　　20名

参加費　　500円

受　付　　2003年6月26日（木）10:00より先着順　

     多摩キャンパス　学生課　／　後楽園キャンパス　理工学部学生生活課

☆検定試験（筆記・実技）の合格者には「介助員認定証」が交付されます。                

※記事掲載時点で既に定員に達している場合があります。 
あらかじめご承知おきください。

coming soon  coming soon  coming soon  coming soon  coming soon  coming soon  coming soon

お待たせしました！

歌舞伎・文楽無料チケット配布

●歌舞伎：10 月公演、11 月公演、12 月公演

●文　楽：12 月鑑賞教室

好評につき、歌舞伎・文楽公演のチケットを今年も配布します。
詳細が決まり次第、学内掲示板、ホームページ等でお知らせしますので、少々お待ち
ください。

coming soon  coming soon  coming soon  coming soon  coming soon  coming soon  coming soon
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学生の皆さんの各種合宿のために、「契約宿舎」を開設します。

現在、学生課、理工学部学生生活課にて申し込み受付中です。

空室状況については、各窓口までお尋ねください。

受 付 方 法：先着順です。

受付時の注意：①利用日程、②教職員同行の有無、③男子・女子の人数内訳、④大学院学生・

       ＯＢ等の参加人数等を確認しておいてください。

       第２希望の日程または宿舎についても、事前に検討しておいてください。

       利用券発行後の人数変更は、他の団体に迷惑がかかりますので、予約時

       には、人数を確定しておいてください。

契約宿舎名 所在地 期間

ホ テ ル 美 富 士 園 河口湖
７／30（水）～８／５（火）
９／１（月）～21（日）

ホ テ ル 大 橋 河口湖 ９／２（火）～21（日）

富 士 箱 根 ラ ン ド 箱根
９／１（月）～５（金）
９／８（月）～21（日）

ホテル箱根アカデミー 箱根
９／１（月）～６（土）
９／８（月）～19（金）

湯 本 楼 伊豆 ９／１（月）～21（日）

石和びゅーほてる 石和 ＊満員になりました。ご了承ください。

利用料金：１名１泊　3,200円（消費税別）＋150円（入湯税１日、湯本楼は130円）

     ［３食付。チェックアウト日の昼食はなし。］

利用資格：本学の学生・教職員。ただし、学生はグループ単位とします。

2003 年度 夏季契約宿舎
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スポーツ大会2003の実施について
１．日  程　2003年10月11日（土）、12日（日）
       ※雨天予備日：2003年10月13日（月）
２．種目・チーム数・定員・場所

　　今年は昨年の２倍以上のチームが出場できます！
種  目 チーム数 人 数 場          所

ソフトボール 48 ９～15 軟式野球場、一般フィールドＡ
バレーボール 48 ６～９ 屋外バレーボール場
バスケットボール 48 ５～８ テニスおよびバスケットボールコート
ミニサッカー 64 ５～８ 一般フィールドＢ

  ※募集チーム数を超える応募については、抽選会で出場チームを決定する。
  ※募集チーム数に達しなかった場合は、全チーム当選とする。

３．試合形式　トーナメント方式
４．対  象　本学学部学生
５．受付期間　2003年９月29日（月）～10月３日（金）
６．応募方法　代表者が受付にてメンバー表に必要事項（チーム名、代表者、学籍番号、メン

バー、連絡先）を記入する。
       ※各チームにつき代表者、副代表者の２名を登録しなければならない。
        ※１名につき１種目１チームとする。（メンバー重複の申込はできない。）
        メンバー表提出以降のメンバーの変更はできない。
７．受付場所　多摩キャンパス　 学生課　      13：00～17：00
       後楽園キャンパス　理工学部学生生活課　13：00～17：00
８．抽 選 会　2003年10月上旬
       多摩キャンパス６号館教室（予定）　12：40～13：10
       ※抽選会には、代表者または副代表者のうちいずれか１名が参加しなければな
        らない。
       ※抽選会後、出場決定チームに対して、全般的な注意事項、ルール等の説明を
        行う。
       ※代表者、副代表者以外の出席および遅刻・早退は失格となる。
９．そ の 他　①繰り上げ当選について
       ※出場決定チームがキャンセルを申し出た場合、補欠チームを繰り上げ、当選
        とする。
       ※該当するチームの代表者または副代表者に直接電話にて、2003年10月９日（木）
        12：40～13：00の間に連絡する。留守番電話等の取り次ぎは行わない。
       ②大会当日について
       ※各チーム第１試合開始前に本部にて出欠確認を行う。なお、その場で参加賞
        を配布する。
10．試合開始時刻

両日ともに
ソフトボール、ミニサッカー  　９：00
バレーボール、バスケットボール　10：00

11．実施の有無
①ホームページ　http://www2.chuo-u.ac.jp/gakuseibu
 両日ともに7：30更新
②テープ放送によるお知らせ：電話0426－74－3471
 両日ともに7：30以降放送
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ソフトボール優勝チーム
　 「オグ」
　僕たちはソフトボールで優勝し、選手・応援
全員が一つにまとまることができました。今の
４年生がいるうちに優勝できて、ほんと感動！
　みんなに感謝の気持ちでいっぱいです。ル
シード万歳 !!（俺らより強いと思う奴ら、バン
バンかかってこい !!）後楽園で僕と握手って感
じで、これからも頑張っていくんで、次回も元
気よく、たまに元気なく、まとまって仲良く頑
張ります。この大会を企画し、運営してくれた
方々、本当にありがとうございました。

ミニサッカー優勝チーム
「反中大同好会」

えー、何を書いたらいいか良く分からないので
僕たちの軽い自己紹介でもします。えー、一応
僕たちはサッカー同好会というところに加入し
ているわけで・・・。えー、昔はかなり強かっ
たらしいですが僕たちの代はさっぱりであまり
サッカーになっていないのが現実なわけで・・。
えー、とりあえずは運動不足解消といった形で
サッカーを続けてきたわけで・・・。えー、時
が経つのは本当に早いものでそんな僕たちが中
央大学に入学してから早４年が経とうとしてい
るわけで・・・。えー、もうすぐ卒業なわけで・・・。
えー、記念に春のスポーツ大会に出たら優勝し
てしまったわけで・・・。えー、調子に乗って
秋の大会にもエントリーしてみたわけで・・・。
えー、そうしたらまたまた優勝してしまったわ
けで・・・（伝説達成）。えー、もう２度とスポー
ツ大会に出られないと思うとちょっとセンチメ
ンタルになる今日この頃なわけで・・・。大会
運営委員のみなさん、最後のスポーツ大会だっ
ただけにもう少し賞品を豪華にして欲しかった
です・・・。

スポーツ大会
昨年度優勝チームコメント

ddddddddddddddddd

中大ハイクに参加して

今年も中大ハイクに参加して

法学部　酒井　晋一郎
　昨年から学生部主催の中大ハイクがはじまっ
て、今年は２回目の開催になります。私は去年
に引き続いて今年も参加させて頂きました。中
大ハイクとは、20キロ程度の道のりを八王子
や多摩の自然を楽しみながらゴール地点まで歩
き通す、というイベントです。どうして私がこ
の苦行（笑）とも言えるような企画に進んで参
加したのか、というと、それは私が所属してい
る部会である棒術部が毎年恒例で参加している
からです。しかも私たち棒術部員の多くは、思
い思いの衣装で仮装して道中をゆくのです。ど
のような格好をしていたというと、我々の稽古
着である道着を筆頭に「スターウォーズ」でお

なじみのダースベーダー、日野にゆかりある新
撰組、それにただの女装やセーラー服など、私
自身把握できないほど様々な格好をしているの
です。もうまさにお祭りです。この日一日のた
めにみんな知恵を絞ってきたのだろうな、と思
います。私はどんな格好をしたかというと、な
んのことはない普通の格好です。ただし、傍目
には、という前提をおかなければなりません。
　まあそれはともかく、20キロ以上という距
離を歩き通すにはなかなか疲れます。ですが
４月のうららかな陽気の中でのハイクだったの
で、みなと話をしながら楽しく歩くことができ
ました。今までは６月の蒸し暑い気候の中での
開催だったので、暑すぎず寒すぎもしない季節
に行われたのはとてもよかったと思います。そ
して、道中のもう一つの楽しみというのが、仮
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装した私たちを見た人たちの反応です。様々な
格好をして歩いているわけですから、家の窓か
らや車の中から、そしてすれ違い様に私たちは
見られます。やはり大抵の人は驚きますね。ハ
イクも後半に差しかかったくらいの頃、ガソ
リンスタンドの店員の方に「何しているんです
か？」と尋ねられました。もちろん、こう答え
るしかありません。「ただ歩いているだけです」
と。こういった人々の反応もなかなか楽しい

ものです。そしてゴールの中大に到着する頃に
は疲労はピークに達しています。そんな中での
ゴールへの到達はなんともいえない満足感を与
えてくれます。
　これが中大ハイクに参加した私の感想です。
中大ハイクがどのようなものか、みなさんに伝
わったでしょうか。伝わったなら、来年是非参
加してみてください。おもしろいですよ。

「初めての中大ハイク」

法学部　竹上　直輝
　皆さんは「中大ハイク」をご存じでしょうか。
毎年一度、総勢 500名が参加する学生部主催の
ハイキングが、「中大ハイク」です。私は今回、
参加者の誘導係という形で、この中大ハイクに
初めて参加しました。
　参加者の多くは日頃からハイキングや歩く
ことに慣れ親しんでいる方が多かったようです
が、初めて参加される方や健康のためにハイキ
ングに励んでいる方から、交流・友情を深めよ
うと友人同士で参加される方、仲良く家族で参
加されている方もいて、非常にほのぼのとした
雰囲気でした。このほかにも、遠くは愛知から
参加される方や 70歳を超える方の参加もあり、
多くの人に期待されている行事であることを実
感しました。
　中大ハイクは、高尾山の麓をスタートし、中
央大学の多摩キャンパスのゴールを目指す全行
程約 23kmのコース。この間の各ポイントに私

を含めた係の者がつき、参加者が迷うこと
なくゴールできるよう誘導したのです。
　参加者は午前９時頃にゴール中大に向け
出発しました。私はゴールまであと６km
となる地点に目印となる旗を立てていまし
た。参加者が果たしてどれくらいで私のと
ころまでやってくるのかと待ち遠しかった
のですが、先頭の方がやってくると、その
後は立て続けにやってきて、「お疲れ様」「暑
いのにご苦労様」と皆さんに声をかけて頂
きました。中には、親切にもポケットから
アメを取り出したり、手にしていたペット

ボトルを私に差し出してくれる方もいて、本来
私が「頑張って下さい」と参加者へ声をかけて
いたはずが、逆に参加者の皆さんに励まされて
いたのでした。
　また、このハイクには、映画に登場するキャ
ラクターに仮装して練り歩く団体もあり、参加
者を楽しませていました。
　後日、私は車で今回のコースを走ってみたの
ですが、思っていた以上に距離の長さに正直驚
きました。しかし、暑さやゴールまでの道のり
の長さに顔を歪めながらも、ゴールした全員が
ほのかな達成感と歩き切った充実感とを噛みし
めながら、白い歯を覗かせていたのが非常に印
象的でした。
　時間にこだわることなく、完歩目指して思い
思いに歩く中大ハイク。できれば来年はぜひ参
加者として多くの方と楽しくゴールを目指して
歩けたらと思います。
　最後に、声援を下さった皆さん、ありがとう
ございました。そして、参加された皆さん、お
疲れさまでした。

dddddddddd
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学   生   部

７月16日（水）～７月29日（火） ７月30日（水）～９月20日（土）

月・水～金

火

土

10：00～17：00

13：00～17：00

10：00～12：00

10：00～15：00

10：00～15：00

厚   生   課

７月16日（水）～７月29日（火） ７月30日（水）～９月20日（土）

月～金

土

 9：00～17：00

 9：00～12：00

 9：00～12：00 13：00～15：00

学 生 相 談 課

７月16日（水）～７月29日（火） ７月30日（水）～９月20日（土）

月・水・木

火

金

土

10：00～18：00

10：00～17：00

10：00～19：00

10：00～12：00

 9：00～15：00

 9：00～15：00

 9：00～15：00

理工学部学生生活課

７月16日（水）～８月１日（金） ８月２日（土）～９月20日（土）

月～金

土

10：00～12：00 13：00～17：00

10：00～12：00

10：00～12：00 13：00～15：00

理工学部学生相談室

７月16日（水）～８月１日（金） ８月２日（土）～９月20日（土）

月・金

火・水・木

土

 9：30～19：00

 9：30～17：00

 9：30～12：00

10：00～12：00 13：00～15：00

10：00～12：00 13：00～15：00

　学生部の窓口時間のお知らせ　

※一斉休暇期間（8月 9日（土）～ 18 日（月））ならびに土・日曜日は窓口業務を行いません。
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