
生物研究部 5/26(土)～5/27(日) 8時30分～翌日15時 北山合宿 背振・北山県立自然公園 1泊2日の新歓合宿です。

12月2日 未定 西市民吹奏楽団との合同演奏会(仮) 椎木講堂
全国コンクール金賞獲得経験のある西市民吹奏楽団酸とコラボし一つの演奏会を作り上げ
る。
参加型の演奏会にする予定。

2019年1月18日 未定(18時以降から) 定期演奏会 アクロス福岡シンフォニーホール
私たち九州大学吹奏楽団の一年の集大成ともいえる演奏会。
三部編成で客演指揮者である活水女子大学の顧問の三好直英先生をお迎えして、ポップス
からシンフォニックまで幅広いジャンルを演奏する。

九州大学吹奏楽団

6月2日 15時30分以降 吹奏楽祭 福岡サンパレス　ホール＆ホテル 吹奏楽連盟の行事の一つであり、客演指揮者である三好先生にアルメニアン・ダンス　パート1を振って頂く。

7月13日 19時 サマーコンサート 椎木講堂 主に九大生をターゲットとした演奏会で学生指揮者を中心にシンフォニックからポップスまで幅広く演奏する。

9月18日 14時及び16時 オータムコンサート エルガーラ・パサージュ広場 ポップス中心に吹奏楽を身近に感じていただけるように演奏を行う。二部公演である。

書道部

8月16日～18日（予定） 時間未定 第11回　旧帝国大学合同書展 名古屋 北大、東北大、東大、名古屋大、京大、阪大、九大の書道部が参加。

10月6日、7日 9時～19時（予定） 学祭書展 伊都体育館（予定） 九大書道部最大の書道展です。

未定

未定 未定 2018年秋季学生将棋大会 未定将棋部

未定 未定 2018年夏季北九州大会

未定 未定 2018年冬季北九州大会 未定

椎木講堂

裏千家茶道部

６月 9時～15時 九州大学裏千家茶道部春季茶会 大濠公園　日本庭園

11月 9時～15時 九州大学裏千家茶道部秋季茶会 扶桑最初禅窟聖福寺

７月 未定 平成３０年度　つどいの茶会 ホテルクリオコート博多

宮崎県　県民文化センター

11月24日(土) 未定 全日本合唱コンクール全国大会 北海道　札幌コンサートホールKitara

福岡県　サザンクス筑後

8月5日(日) 未定 全日本合唱コンクール福岡県大会 福岡県　石橋文化ホール

九大混声合唱団

6月10日(日) 未定 福岡支部第７２回合唱祭

9月9日(日) 未定 全日本合唱コンクール九州大会

12月16日(日) 15時 九大混声合唱団第55回定期演奏会

12月28日 5時半開場6時開演 定期演奏会 福岡県立ももち文化センター 開場、開演時間は未定

九州大学伊都キャンパス 九州大学演劇部が毎年行う九大祭に合わせたテント内での公演

九大ギターアンサンブル

6月2日 5時半開場6時開演 サマーコンサート 福岡市立早良市民センター

ぽんプラザホール 演劇部が毎年行う、外部での定期公演

8月22日、8月23日 未定 福岡学生演劇祭　2018 ももち文化センター 演劇部の一部部員が参加演劇部

7月7日、7月8日 未定 2018年度九州大学演劇部前期定期公演

10月6日、10月7日 未定 2018年度九州大学演劇部学祭大テント公演

映画研究部 12月 未定 福岡シネマフェスティバル 福岡県

囲碁部

6月10日 未定 学生本因坊戦　九州予選 福岡県

6月24日 未定 西日本対抗戦　九州予選 福岡県

九州大学 　平成30年　今後の試合（行事含め）大会等の予定

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考



九州大学 　平成30年　今後の試合（行事含め）大会等の予定

サークル名 期　日 開始時刻 大会名 開催地 備　　考

レンタルスペースヨガラボ

学祭展

百人一首愛好会

11月11日(日) 9時15分開始 第5回全国競技かるた長崎大会(A,B,C) 時津町コスモス会館

11月25日(日) 9時30分開始 第47回全国競技かるた大分大会(D,E) 大分市コンパルホール

9月16日(日) 未定 天智天皇杯第7回百人一首朝倉大会(A,B,C,D,E) サンライズ杷木

11月3日(土) 未定 第32回宇美八幡宮小倉百人一首かるた競技大会(A,B,C,D,E)宇美町武道館

8月25日(土) 未定 第91回全国競技かるた学生選手権大会(D,E) 江戸川区スポーツセンター

8月26日(日) 未定 第6回全日本団体選手権プレミアムトーナメント 江戸川区スポーツセンター

8月11日(土) 未定 大学選手権団体戦 近江勧学館

8月12日(日) 未定 大学選手権個人戦 近江勧学館

7月15日(日) 未定 第36回全国競技かるた宮崎大会(A,B,C) KIRISHIMAツワブキ武道館

8月4日(土)・8月5日(日) 未定 第26回人麿の里・全国競技かるた益田大会(A,B,C,D)益田市立　市民学習センター

6月10日(日) 9時開始 第40回九州新人戦 太宰府市総合体育館

6月17日(日)・6月30日(土)・7月8日(日) 未定 第42回全国競技かるた宗像大社大会(A,B,C,D,E) 宗像大社

美術部

6月 未定 砂アート 百道浜 他大学と合同で砂アートを行います。

9月 未定 ヌードデッサン会 モデルを依頼して部員によるデッサン会を開催します。

10月6日(土)～10月7日(日) 9時 伊都キャンパス体育館メインフロア 部員の制作した作品の展示を行います。ぜひお越しください。

11月10日 (予定)14時（13時30分開場） 第19回自演会　経正 森本能舞台（福岡市中央区警固3－8－1） 能楽部員による自演会です。能・舞囃子を披露します(入場無料)

賛助として参加します

7月29日 10時から 全国学生能楽コンクール 名古屋能楽堂（名古屋市中区三の丸1-1-1 TEL : 052-231-0088）

能楽部

6月9日 14時（13時30分開場） 第19回九州学生能楽連盟夏季大会 森本能舞台（福岡市中央区警固3－8－1） 九州大学と長崎大学の能楽部による能の発表です(入場無料）

6月30日 未定 翡翠の会 嘉祥閣(京都府)

九州大学鳥人間チーム 2018年7月28日 未定 第41回鳥人間コンテスト2018 滋賀県彦根市松原水泳場 時間(フライト順)は6月下旬に決定予定

12月23日 午後2時 九州交響楽団第15回　名曲・午後のオーケストラ アクロス福岡シンフォニーホール 賛助出演

不明

12月22日 16時半開演(16時開場) 福岡女学院創立133周年記念クリスマスコンサート第36回メサイアアクロス福岡シンフォニーホール 賛助出演

長崎県波佐見町

9月22日 不明 九州交響楽団第361回定期演奏会出演 アクロス福岡シンフォニーホール 賛助出演

ＦＦＧホール 入場料500円

8月18日 未定 4大学ジョイントコンサート ＦＦＧホール 岡山大学コール・ロータス、筑波大学メンネルコール、立命館大学メンネルコールが参加

九州大学
男声合唱団コールアカデミー

6月16日 14時開演（13時半開場） サマーコンサート

6月24日 不明 波佐見町チャリティーコンサート

10月28日 不明 筑紫野ハーモニーフェスタ
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百人一首愛好会

民族舞踊研究会

2018/10/27.28(仮) 未定 筑紫祭 筑紫女学園大学
筑紫女学園大学にて開催される筑紫祭においてデモンストレーションを行う予定です。
日程は決まっていませんがステージ発表もする予定です。

2018/11/3.4(仮) 未定 かすみ祭 福岡女子大学 福岡女子大学にて開催されるかすみ祭においてデモンストレーションを行う予定です。

2018年度能代宇宙イベント 秋田県能代市 ハイブリッドロケット/モデルロケットの打ち上げとCanSat競技

IPCPチャレンジ部

7/6(金) 未定 ACM-ICPC アジア横浜大会2018 国内予選 未定 ACM-ICPCアジア横浜大会のオンライン予選　全国の大学から約400チームが参加する

12/8(土)～12/10(月) 未定 ACM-ICPC アジア横浜大会2018 横浜産貿ホール/横浜県民ホール ACM-ICPCアジア横浜大会の本選　7月の国内予選を勝ち抜いた約40チームが参加する

PLANET-Q 8月15日～8月24日 未定

漫画研究部 6/30-7//1 未定 九州学生アートアンドパフォーマンス（仮） 九州芸文館 まだ参加予定であり、確定ではありません。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ 7月8日（日） 8時15分～17時 子どもくるくる村in九電 電気ビル共創館 キッザニアのようなイベントの補助

12月1日 8時30分 第68回全日本学生法律討論会 日本大学法学部神田三崎町キャンパス　本館大講堂

法律相談部

6月9日 8時30分 第41回九州瀬戸内学生法律討論会 香川大学法学部棟J3教室

11月初旬 未定 第6回七隈祭討論会 福岡大学

放送研究会 12月 未定 NHK全国大学放送コンテスト 京都府京都市 12月は本選　　作品提出および予選はそれ以前に行われる　　予選は非公開、審査終了後に結果が発送される

邦楽・雅楽の演奏と童謡歌手の方とのコラボ演奏を行います。

12月15日(土) 17時 第31回　九州大学邦楽部定期演奏会 福岡市　中央市民センター　ホール 毎年12月に行っている定期演奏会です。

会食の合間に邦楽・雅楽それぞれ演奏します。

6月17日(日) 12時 むなかた芸術祭 宗像ユリックス 雅楽の演奏をします。

邦楽部

6月7日(木) 18:30 九州大学医学部国際学会 ヒルトン福岡シーホーク

9月22日(土) 18時
東北から熊本、そして朝倉、日田へ。こころつなぐ
コンサート

筑前國一之宮住吉神社能楽殿

舞踏研究部

12月9日 9時～17時 全日本学生競技ダンス選手権大会 獨協大学

11月25日 9時～17時 全九州学生競技ダンス秋季大会 未定

9月16日 9時～17時 全九州学生競技ダンス連盟OBOG交流戦 九州産業大学

9月2日 9時～17時 夏国公立大学学生競技ダンス選手権大会 未定

熊本大学

6月24日 9時～17時 全九州学生競技ダンス春季大会 未定

5月27日 9時～17時 全九州学生競技ダンス選手権大会

7月8日 9時～17時 全日本学生選抜競技ダンス選手権大会 なみはやドーム

入場料1000円（未就学児無料）

入場料1000円（未就学児無料）

8月18日（土） 13時開場　14時開演 九大フィルハーモニー・オーケストラ東京公演 サントリーホール大ホール 入場料1500円～3500円（全席指定）九大フィルハーモニー・オーケストラ

6月18日（月） 18時開場　19時開演 九大フィルハーモニー・オーケストラ第200回定期演奏会アクロス福岡シンフォニーホール

12月21日（金） 18時開場　19時開演
九大フィルハーモニー・オーケストラ第201回定期
演奏会

アクロス福岡シンフォニーホール

12月15日(土)・12月16日(日) 9時開始 第62回団体対抗戦(A,B,C,D) 櫛田神社

12月22日(土)・12月23日(日) 未定 第6回全国競技かるた山口大会(A,B,C,D,E) 山口県立下関武道館
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9月中旬

14:00〜15:00(予定) 草ヶ江コンサート 草ヶ江公民館 草香江地区にて実施する地元の方向けのコンサート。

九大ピアノの会

1月中旬

9月17日

9月16日

9月15日

7月14日

12月中旬 13:00〜18:00(予定) Winter コンサート 未定 定期コンサート

13:00〜18:00(予定) Summer コンサート ふくふくホール(ふくふくプラザ内) 定期コンサート

13:00〜17:30(予定)

第7回旧帝大合同ピアノコンサート 椎木講堂(九州大学伊都キャンパス内)
毎年夏に全国のピアノサークルが集まって開催する合同コンサート。
今年は九大にて開催。15、16日は現役生、17日はOBOGによるコンサートの予定

13:00〜17:30(予定)

13:00〜14:30(予定)

HarmoQ winter live 未定

クイズ研究会 8月18日(土) 11時開始 STU XX エポックなかはら

第８回定例コンサート さいとぴあ

12月 未定 ジャグリングパーティー 北九州

ｱｶﾍﾟﾗｻｰｸﾙ(harmoQ)

8月12日 13時 HarmoQ summer live 「わ」 早良市民センター

A cappella spirits! 未定

11月18日 Japan A cappella Movement 未定

１月中旬

ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰｻｰｸﾙunplugged

10月28日 13時 第18回３・１１大震災チャリティーコンサート ふーど工房しまうま

12月 未定 九州ディアボロコンテスト 福岡

ジャグリング部（ピルエット）

9月 未定 ピルエット合宿 飯塚

10月6～8日 未定 Japan Juggling Festval 東京

12月22日 15:00~

2018/6/23・6/24 未定 World Juggling Day 大阪

ジャグリング部（jackpot）

6月24日 未定 jackpot杯 長崎大学

ATP

6月下旬 未定 1st showcase 課外活動施設Ⅱ

10月上旬 未定 学祭showcase 学祭のメインステージ（予定）

11月末 未定 ATPstage 未定

伊都キャンパスセンターゾーン

7月1日 午前中 海岸清掃活動 未定ですが、今宿の海岸の予定です環境サークルEcoa

6月15日（雨天時6月22日） 18時30分～21時 キャンドルナイト

10月 未定 九大祭 伊都キャンパス

アニメーション研究会 8月　１０日　11日　12日 10時～16時 コミックマーケット９４ 東京国際展示場
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10月6日(土)～7日(日) 未定 サイエンスワールド 九州大学内ウエスト４号館ホール

10月未定 10時開始 糸島市民祭り 糸島交流プラザ志摩館

9月9日(日) 13時開始 第8回キャチロボバトルコンテスト 株式会社京都製作所・本社ロボコン（KURT）

6月10日(日) 10時開始 NHK学生ロボコン2018 東京都大田区体育館

8月末、若しくは9月上旬 10時開始 九州夏ロボコン 九州大学内ウエスト４号館304号室

9月22～23日 10時～ MISUMI presents 第32回ROBO-ONE 神奈川県立青少年センター 同上

9月22～23日 10時～ MISUMI presents 第17回ROBO-ONE　Light 神奈川県立青少年センター 同上

2足歩行ロボットによるサッカー大会。

8月 未定 YOKAロボまつり５７ 福岡市科学館 2足歩行ロボットによる格闘競技大会。ヒューマノイドプロジェクト

6月 未定 ROBO-ONE認定大会 福岡市科学館

7月 未定 YOKAロボまつり５６・サッカー大会 福岡市科学館


