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AIMR 8月の新メンバー：

寒川研究室

Dr. Firman Mangasa Simanjuntak
（フイアマンマガサシマンジュンタク）

助 手

◆ Research Field
Programmable metallization cells, valence change memories, synthesis and 
characterization of nanostructured oxide-materials.

◆ Hometown
Medan, North Sumatera, Indonesia (latitude/longitude: 98 40' 00''/3 35' 00'').

◆What is your hobby?
Play guitar, listen to music, watch movie, trade forex.

◆What is your impression of Sendai and Tohoku University?
The people are very kind, polite and always eager to help.

◆Message
Hello! Nice to meet you!



◆青森ねぶた祭り：8/2（水）～8/7（月）
◆ねぶた海上運行・花火大会：

8/7（月）19：15～21：00 ＠青森港
★詳細➡ http://www.nebuta.or.jp/

◆仙台七夕花火祭り：8/5（土）19：00～20：30
＠仙台西公園付近一帯
◆仙台七夕まつり：8/6（日）～8/8（火）
飾り付け時間：10：00～22：00（最終日は21：00まで）
おまつり広場：＠勾当台公園市民広場（10：00～21：00）
★詳細➡ http://www.sendaitanabata.com/about

◆山形花笠まつり: 
8/5（土）～8/7（月）：18：00～21：45

(map) ttp://www.hanagasa.jp/download/h29_map_course.pdf
★詳細➡ http://www.hanagasa.jp/

◆秋田竿燈祭り: 8/3（木）～8/ 6 (日)
会場 : @ 竿燈大通り

(map) http://www.kantou.gr.jp/guidemap/pdf/map_2017.pdf
★詳細: ➡ http://www.kantou.gr.jp/schedule/index.htm

◆盛岡さんさ踊り:8/1 (火) ～ 8/4 (金)
@ 中央通り会場（県庁前～中央通二丁目）

★詳細 : ➡ http://www.sansaodori.jp/info/

◆福島わらじ祭り: 8/4 (金) ～ 8/5 (土)
(map) http://www.fmcnet.co.jp/waraji/2017/pic/map-b.jpg
★詳細: ➡ http://www.fmcnet.co.jp/waraji/
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日程 トピックス

8/8（火） 漢字と習字
（習字体験）

9/12（火） 旅情報交換
（地元の名所を知る/日帰り旅）

10/17（火） ショートスピーチ
（自分の気持ち、感想が言える）

月 イベント 場所 時期

8月

八戸三社大祭 青森県八戸市 7/31-8/4

五所川原立佞武多 青森県五所川原市 8/4-8/8

いわきおどり小名浜大会
福島県いわき市

8/4

いわき花火大会 8/5

北上・みちのく芸能まつり 岩手県北上市 8/4-8/6

松島流灯会海の盆 宮城県松島町 8/15-8/16

伊豆沼・内沼はすまつり 宮城県苫米市・栗原市 8月上旬~下旬

西馬音内盆踊り 秋田県羽後町 8/16-8/18

花輪ばやし 秋田県鹿角市 8/19-8/20

むらやま徳内まつり 山形県村山市 8/18-8/20

新庄まつり 山形県新庄市 8/24-8/26

大曲の花火 秋田県大仙市 8/26

9月

日本一の芋煮会フェスティバル 山形県山形市 9/17

花巻まつり 岩手県花巻市 9/8-9/10

定禅寺ストリートジャズフェスティバル 宮城県仙台市 9/9-9/10

会津まつり 福島県会津若松市 9/21-9/23

いわき港
まつり



日本の伝統文化について学ぼう！

～お盆～ OBON ～

お盆とは、日本の仏教的伝統行事の一つで、
先祖や故人の霊を祀ることを言います。毎
年、8月13-15日で行われることが多く、地
方によってその行事の内容や風習に違いが
ありますが、老若男女が寺社の境内に集
まって踊る「盆踊り」はよく知られていま
すね。これは、地獄で受苦を逃れた亡者た
ちが喜んでいる状態を表しているんだそう
ですよ。また、お盆の期間に、キュウリを
馬（あの世から早く家に戻ってくるよう）
に、ナスを牛（この世からあの世に帰るの
が少しでも遅くなるよう）に模し、供物と
することもあります。

～着物＆浴衣～KIMONO & YUKATA～
着物は日本の伝統衣装で、日常的に着物を着る日
本人はほんの一部となりましたが、結婚式や卒業
式、成人式等の特別な場面では、今でもよく着ら
れています。実は、着物は何層にもなっており、
着用する工程がとても複雑なため、助けなしに着
付けをすることはとても困難で、ほとんどの方は
プロの方に着付けをお願いするんです。
着物に比べると軽やかでカジュアルな浴衣は、特
に夏場、家でくつろぐときやお祭り、盆踊りの際
に着用します。また、旅館に泊まる時は、パジャ
マ代わりにその旅館オリジナルの浴衣を着用して
布団で寝ます。
これから夏本番ですね。皆さんも浴衣を着て夏祭
りに出かけてみてはいかがでしょうか？！

盆踊り

供物：きゅうり＆なす

着物：結婚式

浴衣



穴場スポットに行ってみよう！
～ Let’s discover the interesting spots in Sendai! ～

【Contact】
IAC (International Affairs Center)
E-mail: iac@grp.tohoku.ac.jp  |  Tel: 022-217-5971
Address: 2-1-1 Katahira Aoba-ku, Sendai 980-8577
Website: http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/indexE.html

大学内の手続き等で困ったことがありましたら、IAC
にご連絡ください。手続き方法について、ご案内し
ます。

Contact

Agent

IACでは外国人研究者およびその家族を対象とした日
本語講座を開催しています。お気軽にご参加くださ
い。詳細はIAC Websiteをご覧ください。

IAC

日本語
講座

IAC Support Information

東北大学片平キャンパスからたった徒歩１０分程度で、日本の古き
良き時代、昭和にタイムスリップすることができます！それが、壱
弐参横丁です。この界隈には、衣料、物販、食品、飲食店あわせて、
なんと１０９軒もの店が軒を連ねています。「昭和って何？」なん
て方もいらっしゃると思いますので、百聞は一見に如かず、ぜひ通
るだけでも通ってみてください。昭和レトロ感を、十分に味わって
いただけると思います。そして、自分のお気に入りの1軒（と言わず、
２軒でも３軒でも）を見つけてください。

～ ふれあいの百店街 ～壱弐参（いろは）横丁～

Minamimachi street To Katahira
Campus TU
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