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平成２５年１０月２１日（月） 

創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３    

第第第第３回模擬店・衛生説明会資料３回模擬店・衛生説明会資料３回模擬店・衛生説明会資料３回模擬店・衛生説明会資料    

１．開催概要 

２．模擬店参加団体一覧 

３．模擬店出店について 

（１）検便について   （２）リストバンドについて 

（３）品目上の注意   （４）酒類の販売について 

（５）検食について 

４．仮設調理場・地下食堂について 

（１）仮設調理場について（２）冷蔵庫、冷凍庫について 

（３）保冷剤について  （４）ミネラルウォーターについて 

５．殺菌について 

６．レンタルについて 

７．ゴミの分別について 

８．会計報告について 

９．諸注意 

１０．今後の予定 
 

 

１．開催概要１．開催概要１．開催概要１．開催概要    

創縁祭開催時間  １１月２日（土）開催１日目  １０：００～１７：００ 

         １１月３日（日）開催２日目  １０：００～１４：００ 

 

模擬店営業時間  １１月２日（土）開催１日目  １０：００～１６：００ 

         １１月３日（日）開催２日目  １０：００～１４：００ 

 

団体活動時間   １１月１日（金）準備日     ９：００～１９：００ 

         １１月２日（土）開催１日目   ８：００～１９：００ 

         １１月３日（日）開催２日目   ８：００～１９：００ 

                ※模擬店参加団体は通常の団体活動時間とは異なります。 
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２．模擬店参加団体一覧２．模擬店参加団体一覧２．模擬店参加団体一覧２．模擬店参加団体一覧 

＜中庭模擬店＞＜中庭模擬店＞＜中庭模擬店＞＜中庭模擬店＞ 

※テント番号は別紙『『『『創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３模擬店見取り図』模擬店見取り図』模擬店見取り図』模擬店見取り図』と対応しています。 

参加団体名参加団体名参加団体名参加団体名 テント番号テント番号テント番号テント番号 販売品目販売品目販売品目販売品目 

競技かるた百人一首サークル『舞札』 ①  豚汁 

旅行サークルジャーニング ②  タピオカジュース 

バドミントン部 ③  フランクフルト 

つきあたりまっすぐ（２日のみ） 

④  

焼きそば 

バスケットボールサークルＰＩＮＥＳ（３日のみ） 塩焼きそば 

写真部 ⑤  揚げたいやき 

シーズンサークル℃ ⑥  フライドチキン 

原ゼミナール ⑦  揚げたこ焼き 

弓道愛好会洗心会 ⑧  フライドポテト 

文芸愛好会 ⑨  甘酒・おしるこ 

国語教育研究会（２日のみ） 

⑩  

フランクフルト・ソフトドリンク 

中国語文研究会（３日のみ） 焼き餃子 

ＶＯＧＥＬ Ｒ.Ｓ.Ｃ. ⑪  焼きとり 

合気道部（２日のみ） 

⑫  

中華まん 

バスケットボール同好会ＢＥＳＴ（３日のみ） ソフトドリンク・お酒 

谷口ゼミナール ⑬  わたあめ 

合唱団コール・エコーズ ⑭  やきいも 

江藤ゼミナール ⑮  味噌田楽 

松本健太郎ゼミナール ⑯  ソフトドリンク・お酒 

 

 

＜室内模擬店＞＜室内模擬店＞＜室内模擬店＞＜室内模擬店＞ 

団体名団体名団体名団体名    使用教室使用教室使用教室使用教室    販売品目販売品目販売品目販売品目    

茶道部 ５０２・５０３ お茶・お菓子 

サブカルサークル「②次研」 １０２２ お茶・お菓子 
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３３３３．模擬店出店について．模擬店出店について．模擬店出店について．模擬店出店について    

（１）検便について（１）検便について（１）検便について（１）検便について    

  結果内容に関わらず検便を行ったすべての団体に検査結果をご連絡致しました。検査結果と合わせて検便

再提出の該当者や日程などが記載してあります。 

検便予備日（１０月７日）までに検便を提出した場合 ⇒ １０月１６日（水）１０月１６日（水）１０月１６日（水）１０月１６日（水）までに連絡 

    １０月１１日に検便を提出した場合 ⇒ １０月２１日（月）１０月２１日（月）１０月２１日（月）１０月２１日（月）までに連絡 

 

 （２）リストバンドについて（２）リストバンドについて（２）リストバンドについて（２）リストバンドについて    

   検便を行った全ての方に、開催両日の朝に『リストバンド』『リストバンド』『リストバンド』『リストバンド』を配布致します。『リストバンド』は各団体

テント内・仮設調理場・地下食堂への立ち入りのための許可証となります。 

   リストバンドの配布は両日８時３０分からとなります。リストバンドの配布順については、別紙『『『『創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭

２０１３２０１３２０１３２０１３リストバンド配布タイムテーブルリストバンド配布タイムテーブルリストバンド配布タイムテーブルリストバンド配布タイムテーブル』』』』をご確認下さい。 

 

（３）品目上の注意（３）品目上の注意（３）品目上の注意（３）品目上の注意 

食中毒を防ぐために以下の点を徹底して下さい。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・リストバンド引き換えの際は、必ず『学生証』『学生証』『学生証』『学生証』をお持ち下さい。 

・団体内の模擬店参加者が全員揃った上で、リストバンドの引き換えにお越し下さい。 

・リストバンドは１日目と２日目で色が違います。必ず両日ともリストバンドの引き換えに来て下さい。 

・テント内にリストバンドを着けていない方がいた場合、その方には退場して頂きます。 

・リストバンドが破損した場合は、破損したリストバンドと学生証をお持ちの上、リストバンドが破損した場合は、破損したリストバンドと学生証をお持ちの上、リストバンドが破損した場合は、破損したリストバンドと学生証をお持ちの上、リストバンドが破損した場合は、破損したリストバンドと学生証をお持ちの上、衛生衛生衛生衛生本部まで本部まで本部まで本部まで    

お越しお越しお越しお越し下さい。下さい。下さい。下さい。    

・準備日準備日準備日準備日はリストバンドの配布を行いません。はリストバンドの配布を行いません。はリストバンドの配布を行いません。はリストバンドの配布を行いません。そのため、準備日に地下食堂へ立ち入る際は、学生証によ

る本人確認を行います。 

■■■■注意事項注意事項注意事項注意事項■■■■    

・各団体で使用する調理器具は各自でご用意下さい。 

・肉類を使用する団体は、肉類と野肉類と野肉類と野肉類と野菜類で別々の調理器具を使用して下さい。菜類で別々の調理器具を使用して下さい。菜類で別々の調理器具を使用して下さい。菜類で別々の調理器具を使用して下さい。 

・氷を扱う団体はトングなどを使用して、氷に素手で触れないで下さい氷に素手で触れないで下さい氷に素手で触れないで下さい氷に素手で触れないで下さい。 

・冷凍食品の自然解凍は禁止です。冷凍食品の自然解凍は禁止です。冷凍食品の自然解凍は禁止です。冷凍食品の自然解凍は禁止です。解凍する際は、冷蔵庫で解凍するか、もしくは冷凍されたまま調理して 

下さい。 

・材料は必要な分量だけテント内に持ち込むようにし、冷蔵庫からの食材補充はこまめに行って下さい。 

・食材を保管する際、アイスボックスを使用し、温度管理を徹底して下さい温度管理を徹底して下さい温度管理を徹底して下さい温度管理を徹底して下さい。。。。    

・当日の買い足しは禁止です。申請申請申請申請ののののないないないない食材食材食材食材を使用を使用を使用を使用してしてしてしていた場合いた場合いた場合いた場合、、、、営業を中止して頂きます。営業を中止して頂きます。営業を中止して頂きます。営業を中止して頂きます。 

■■■■調理上の注意調理上の注意調理上の注意調理上の注意■■■■ 

・使用する油は各団体で準備して下さい。 

・油は必ず固めてから処分して下さい。 

・フライヤーの中で油を固めないで下さい。 

・油を処分するための凝固剤や、その際に使用するバケツなどは各団体で準備して下さい。油を処分するための凝固剤や、その際に使用するバケツなどは各団体で準備して下さい。油を処分するための凝固剤や、その際に使用するバケツなどは各団体で準備して下さい。油を処分するための凝固剤や、その際に使用するバケツなどは各団体で準備して下さい。 

■油の取り扱いについて■■油の取り扱いについて■■油の取り扱いについて■■油の取り扱いについて■    
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（４）酒類の販売について（４）酒類の販売について（４）酒類の販売について（４）酒類の販売について    

※当日、衛生担当が２時間ごとに見回りを実施致します。見回りの際に酒類の販売数を確認致しますので、 

酒類の酒類の酒類の酒類の販売数の集計は必ず行って下さい。販売数の集計は必ず行って下さい。販売数の集計は必ず行って下さい。販売数の集計は必ず行って下さい。    

  ※違反が確認された場合、もしくは販売者側の飲酒が発覚した場合はただちに販売を中止して頂きます。ただちに販売を中止して頂きます。ただちに販売を中止して頂きます。ただちに販売を中止して頂きます。 

   また、問題が起きた場合には、来年から酒類の販売が来年から酒類の販売が来年から酒類の販売が来年から酒類の販売が全面禁止となる全面禁止となる全面禁止となる全面禁止となる場合があります。場合があります。場合があります。場合があります。 

 

 （５）検食について（５）検食について（５）検食について（５）検食について    

   模擬店開店時に各団体が最初に調理した食品最初に調理した食品最初に調理した食品最初に調理した食品を、開催１日目と２日目にそれぞれ少しずつ学園祭実行委員 

会が回収致します。 

   回収した調理品は保健室で冷凍保存し、食中毒などが起こった際の参考にさせて頂きます。 

 

４４４４．仮設調理場・．仮設調理場・．仮設調理場・．仮設調理場・地下食堂について地下食堂について地下食堂について地下食堂について    

（１）仮設調理場について（１）仮設調理場について（１）仮設調理場について（１）仮設調理場について    

  調理・仕込みは「仮設調理場」「仮設調理場」「仮設調理場」「仮設調理場」のみで行うことが出来ます。「テント内」と「仮設洗い場」では調理・仕

込みを行うことは出来ません。 

  「仮設調理場」「仮設調理場」「仮設調理場」「仮設調理場」と「仮設洗い場」「仮設洗い場」「仮設洗い場」「仮設洗い場」の場所につきましては、別紙『『『『創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３模擬店見取り図』模擬店見取り図』模擬店見取り図』模擬店見取り図』をご覧

下さい。 

・申請した量以上の販売はしないで下さい。当日の買い足しは当日の買い足しは当日の買い足しは当日の買い足しは禁止禁止禁止禁止です。です。です。です。 

・年齢確認を徹底し、未成年者には未成年者には未成年者には未成年者には販売販売販売販売しないで下さい。しないで下さい。しないで下さい。しないで下さい。 

・必ず封を開け、コップに移して販売して下さい。 

・販売用販売用販売用販売用のコップは、ソフトドリンクのコップは、ソフトドリンクのコップは、ソフトドリンクのコップは、ソフトドリンクとととと酒類酒類酒類酒類でででで区別区別区別区別してしてしてして下さい。下さい。下さい。下さい。 

・過度な飲酒を強要、助長する行為はしないで下さい。 

・１回の販売につき１人２杯までとなります。 

・校内への校内への校内への校内への酒類の持ち込みは酒類の持ち込みは酒類の持ち込みは酒類の持ち込みは禁止禁止禁止禁止です。です。です。です。 

■■■■注意注意注意注意事項■事項■事項■事項■    

・トッピングはすべてテント内で検便をした人すべてテント内で検便をした人すべてテント内で検便をした人すべてテント内で検便をした人が行って下さい。 

・お客様自身にトッピングはさせないで下さい。 

・液体（ソースなど）をトッピングする際はボトルを使用して下さい。 

・トッピングする際、ボトルの口が直接食品に触れないようにして下さい。 

・常温保存できない場合は、アイスボックスで保管して下さい。 

・トッピングでスプーンなどを使用する場合は、１回使用するごとに洗って下さい。 

■■■■トッピングについてトッピングについてトッピングについてトッピングについて■■■■ 



5 

 

 

   ※調理場に入れるのは、１１１１回の調理につき各団体４回の調理につき各団体４回の調理につき各団体４回の調理につき各団体４人までです。人までです。人までです。人までです。    

   ※調理が終わったものは、ラップをして速やかにテントへ運んで下さい。 

 

    開催両日９時３０分以降の仮設調理場については、申請のあった団体から３０分単位申請のあった団体から３０分単位申請のあった団体から３０分単位申請のあった団体から３０分単位で使用することが

出来ます。タイムテーブル以外の時間に仮設調理場の使用を希望する団体は、仮設調理場前にいる学園祭

実行委員会にお知らせ下さい。 

 

  （２）冷蔵庫・（２）冷蔵庫・（２）冷蔵庫・（２）冷蔵庫・冷凍庫について冷凍庫について冷凍庫について冷凍庫について    

    九段キャンパス１号館地下食堂九段キャンパス１号館地下食堂九段キャンパス１号館地下食堂九段キャンパス１号館地下食堂に冷蔵庫を５台、冷凍庫を５台設置致します。使用する際は、地下食堂

前に待機している学園祭実行委員会に『リストバンド』『リストバンド』『リストバンド』『リストバンド』を提示して下さい。 

 

 

 

 

 

   ※準備日１４時まで冷蔵庫・冷凍庫は使用出来ません。 

   ※レンタル品返却の都合上レンタル品返却の都合上レンタル品返却の都合上レンタル品返却の都合上、開催２日目の、開催２日目の、開催２日目の、開催２日目の１５１５１５１５時までに冷蔵庫・冷凍庫の中身を片付けて下さい。時までに冷蔵庫・冷凍庫の中身を片付けて下さい。時までに冷蔵庫・冷凍庫の中身を片付けて下さい。時までに冷蔵庫・冷凍庫の中身を片付けて下さい。 

   ※スペースに限りがあるため、各団体の使用する冷蔵庫・冷凍庫を学園祭実行委員会で割り振り致します。 

 

（３）保冷剤について（３）保冷剤について（３）保冷剤について（３）保冷剤について    

食材管理を行うために各団体に保冷剤を配布致します。配布個数は、レンタルして頂いたアイスボックスアイスボックスアイスボックスアイスボックス    

１個１個１個１個につき２個となります。につき２個となります。につき２個となります。につき２個となります。必ず保冷剤を使用して下さい。    

   １日目に使用した保冷材は、２日目にも使用致します。そのため、１日目に使用した保冷材は片付けの際１日目に使用した保冷材は片付けの際１日目に使用した保冷材は片付けの際１日目に使用した保冷材は片付けの際

に必ず地下食堂に必ず地下食堂に必ず地下食堂に必ず地下食堂のののの冷凍庫へと返却して下さい。冷凍庫へと返却して下さい。冷凍庫へと返却して下さい。冷凍庫へと返却して下さい。    

 

（４）ミネラルウォーターについて（４）ミネラルウォーターについて（４）ミネラルウォーターについて（４）ミネラルウォーターについて    

   ミネラルウォーターは各団体ごとに分けて「地下食堂」「地下食堂」「地下食堂」「地下食堂」に保管します。ミネラルウォーターを使用する際

は、その日に使用する分だけテントまたは使用教室に運んで下さい。その日に使用する分だけテントまたは使用教室に運んで下さい。その日に使用する分だけテントまたは使用教室に運んで下さい。その日に使用する分だけテントまたは使用教室に運んで下さい。 

 

 

 

 

① 別紙『『『『創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３仮設仮設仮設仮設調理場タイムテーブル調理場タイムテーブル調理場タイムテーブル調理場タイムテーブル』』』』に記載されている時間の５分前に仮設調

理場前に集合し、待機している学園祭実行委員会に『『『『リストバンドリストバンドリストバンドリストバンド』』』』を提示して下さい。 

② 調理場に入る際、入り口にある消毒液で手を消毒して下さい。 

③ 仮設調理場出入口に設置してあるヘアーキャップヘアーキャップヘアーキャップヘアーキャップ、シューズカバーシューズカバーシューズカバーシューズカバー及びマスクマスクマスクマスクを着用し、調

理の際はビニールビニールビニールビニール手袋手袋手袋手袋、エプロンエプロンエプロンエプロンを着用して下さい。（エプロン（エプロン（エプロン（エプロンはははは各自各自各自各自で持参で持参で持参で持参してしてしてして下さい。下さい。下さい。下さい。）））） 

④ 調理後は、片付け・殺菌・消毒を行って下さい。 

■仮設■仮設■仮設■仮設調理場使用手順調理場使用手順調理場使用手順調理場使用手順■■■■    

１１月１日（金） １４：００～１７：００ 

１１月２日（土）  ８：３０～１７：００ 

１１月３日（日）  ８：３０～１５：００ 

■■■■使用使用使用使用時間時間時間時間■■■■    
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５５５５．殺菌について．殺菌について．殺菌について．殺菌について    

  使用する器具からの食中毒を防ぐため、「煮沸殺菌」「煮沸殺菌」「煮沸殺菌」「煮沸殺菌」と「薬液殺菌」「薬液殺菌」「薬液殺菌」「薬液殺菌」の２種類の方法で殺菌を行います。事

前に申請して頂いた方法で殺菌を行いますので、再度当てはまる殺菌方法を『殺菌一覧『殺菌一覧『殺菌一覧『殺菌一覧』』』』でご確認下さい。 

◆◆◆◆煮沸殺菌：８０℃以上に沸かしたお湯に入れて、１５分以上煮沸します。煮沸殺菌：８０℃以上に沸かしたお湯に入れて、１５分以上煮沸します。煮沸殺菌：８０℃以上に沸かしたお湯に入れて、１５分以上煮沸します。煮沸殺菌：８０℃以上に沸かしたお湯に入れて、１５分以上煮沸します。    

 該当調理器具：金属製のもの（鉄・ステンレス製など） 

 殺菌日：１１月２日（土）・１１月３日（日） 

 ※「仮設洗い場」「仮設洗い場」「仮設洗い場」「仮設洗い場」にて殺菌を行います。別紙『『『『創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３煮沸殺菌タイムテーブル』煮沸殺菌タイムテーブル』煮沸殺菌タイムテーブル』煮沸殺菌タイムテーブル』をご確認下さい。 

 

◆◆◆◆薬液殺菌：専用の薬液に浸して殺菌をします。薬液殺菌：専用の薬液に浸して殺菌をします。薬液殺菌：専用の薬液に浸して殺菌をします。薬液殺菌：専用の薬液に浸して殺菌をします。    

 該当調理器具：金属製以外のもの（プラスチック・木・ゴムなど） 

 殺菌日：１１月１日（金） 

 ※薬液殺菌は１１月１日１１月１日１１月１日１１月１日（金）（金）（金）（金）の準備日に調理器具を回収しの準備日に調理器具を回収しの準備日に調理器具を回収しの準備日に調理器具を回収し、保健室にて殺菌を行います。 

  薬液殺菌を行う調理器具は、団体名が記入してあるビニール袋に入れて提出して下さい。 

※薬液殺菌する調理器具は事前に洗ってから提出して下さい。薬液殺菌する調理器具は事前に洗ってから提出して下さい。薬液殺菌する調理器具は事前に洗ってから提出して下さい。薬液殺菌する調理器具は事前に洗ってから提出して下さい。 

※薬液殺菌した調理器具も使用前に必ず水洗いしてから使用して下さい。薬液殺菌した調理器具も使用前に必ず水洗いしてから使用して下さい。薬液殺菌した調理器具も使用前に必ず水洗いしてから使用して下さい。薬液殺菌した調理器具も使用前に必ず水洗いしてから使用して下さい。    

※調理器具の返却は、リストバンド配布の際に行います。調理器具の返却は、リストバンド配布の際に行います。調理器具の返却は、リストバンド配布の際に行います。調理器具の返却は、リストバンド配布の際に行います。    

 

 

 

 

 

６６６６．レンタルについて．レンタルについて．レンタルについて．レンタルについて    

  レンタル品に間違いがないか、再度『レンタル『レンタル『レンタル『レンタル品品品品一覧一覧一覧一覧』』』』をご確認下さい。『レンタル品一覧』に記載されて

いるもの以外は、学園祭実行委員会で用意することは出来ません。 

返却時に破損がみられた場合は弁償して頂く可能性があります。 

 

（１）（１）（１）（１）    搬入について搬入について搬入について搬入について    

 

 

 

 

 

レンタル品は一度「「「「レンタル品回収場所レンタル品回収場所レンタル品回収場所レンタル品回収場所」」」」に集めた後、団体名を書いた養生テープを貼った状態で各団体

へ配布致します。 

レンタル品返却の際に学園祭実行委員会が養生テープを剥がしますので、それまでは養生テープを剥さ養生テープを剥さ養生テープを剥さ養生テープを剥さなななな

いで下さい。いで下さい。いで下さい。いで下さい。 

また、レンタル品は申請した数だけお持ち下さいレンタル品は申請した数だけお持ち下さいレンタル品は申請した数だけお持ち下さいレンタル品は申請した数だけお持ち下さい。。。。 

 

 

 

提出日時：１１月１日（金） ９：３０～１０：００ 

提出場所：九段キャンパス１号館 ２０１教室（学園祭実行委員会 本部） 

レンタル品到着予定日時  １１月１日（金） １１：００ 

        配置開始時間  １１月１日（金） １２：３０～ 

          集合場所  中庭 
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（２）（２）（２）（２）    レンタル品の試運転についてレンタル品の試運転についてレンタル品の試運転についてレンタル品の試運転について    

  準備日にテントの設営やレンタル品の試運転を行います。試運転の際には、食材は使わないで下さい。ま 

た、油の代わりには、水を使用して下さい。 

 

 

 

 

 

 

   プロパンガスを使用するレンタル品の試運転には必ず学園祭実行委員会と学生支援課が立ち会います。 

   プロパンガスの試運転の準備が整いましたら、プロパンガスの試運転の準備が整いましたら、プロパンガスの試運転の準備が整いましたら、プロパンガスの試運転の準備が整いましたら、衛生衛生衛生衛生本部にお越し下さい本部にお越し下さい本部にお越し下さい本部にお越し下さい。。。。    

    

（３）（３）（３）（３）    レンタル品の一時回収についてレンタル品の一時回収についてレンタル品の一時回収についてレンタル品の一時回収について    

レンタル品は準備日、１日目の開催終了後に回収致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※必ず団体名を書いた養生テープをレンタル品に貼った状態にしておいて下さい。 

  ※テント内に置いてある荷物（装飾類）もレンタル品回収時間内に地下食堂に移動させて下さい。 

  ※台付鉄板と机、イスは折りたたんでテント内に置いて下さい。 

 

（４）（４）（４）（４）    返返返返却について却について却について却について    

  １１月３日（日）開催２日目の営業時間終了後に、レンタル品の返却を行います。 

 

 

 

 

   団体ごとにレンタル品を「レンタル「レンタル「レンタル「レンタル品品品品回収場所」回収場所」回収場所」回収場所」へ集めて頂き、レンタル品が全て揃っているか学園祭実 

行委員会が確認致します。その後、１６時からレンタル会社のトラックへ返却を行います。その際は、学園

祭実行委員会の指示に従って搬出して下さい。 

 

 

 

 

 

◇ 申請したものが全て揃っているか。 

◇ 用意されたもので調理できるか。 

◇ 発電機は正常に動くか。 

◇ ガスコンロに火がつくか。 

■■■■確認事項確認事項確認事項確認事項■■■■    

  回収日時  １１月１日（金） １６：００～１７：００ 

        １１月２日（土） １６：００～１７：００ 

発電機・ホットショーケース・ガスコンロ → スロープを降りた地下駐車場 

             プロパンガス → 地下駐車場入口正面奥（管理会社横） 

            アイスボックス → 地下食堂 

     その他のレンタル品・調理器具 → ２号館１階 

         片付け開始時間   １４：００ 

     レンタル品返却開始時間   １６：００ 

■レンタル品一時回収場所■ 
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（５）（５）（５）（５）    プロパンガスについてプロパンガスについてプロパンガスについてプロパンガスについて    

◆搬入について◆搬入について◆搬入について◆搬入について    

プロパンガスを配布する際に、プロパンガス説明会を行います。プロパンガスを使用する団体は、必ずご

参加下さい。詳細は以下の通りです。 

 

 

 

 

  ※説明会開始１０分前１０分前１０分前１０分前には集合場所へお越し下さい。 

 

◆返却について◆返却について◆返却について◆返却について 

   プロパンガスのみ、他のレンタル品とは返却時間が異なります。プロパンガスのみ、他のレンタル品とは返却時間が異なります。プロパンガスのみ、他のレンタル品とは返却時間が異なります。プロパンガスのみ、他のレンタル品とは返却時間が異なります。詳細は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆点火について点火について点火について点火について    

  点火には学園祭実行委員会と学生支援課の立ち合いが必要となります。点火する際は点火する際は点火する際は点火する際は必ず学園祭実行委員必ず学園祭実行委員必ず学園祭実行委員必ず学園祭実行委員    

会会会会に声を掛けて下さい。に声を掛けて下さい。に声を掛けて下さい。に声を掛けて下さい。学園祭実行委員会と学生支援課の立ち合い無しでの点火は絶対にしないで下さい。    

  点火を希望する場合は、衛生本部までお越し下さい。 

 

 

７７７７．ゴミの分別について．ゴミの分別について．ゴミの分別について．ゴミの分別について    

 ゴミの分別種類は、可可可可燃ゴミ燃ゴミ燃ゴミ燃ゴミ、、、、不燃ゴミ不燃ゴミ不燃ゴミ不燃ゴミ、カン・ビン、、カン・ビン、、カン・ビン、、カン・ビン、ペペペペットボトル、生ットボトル、生ットボトル、生ットボトル、生ゴミゴミゴミゴミの全５の全５の全５の全５種種種種類類類類です。 

当日の朝に可燃用と不燃用のゴミ袋を２枚配布致します。テント内で出たゴミは、配布したゴミ袋に捨て下 

さい。可燃と不燃以外のカン・ビン、ペットボトル、生ゴミは設置してあるゴミ箱に分別して捨てて下さい。

ゴミ袋が足りなくなった場合は、新しいゴミ袋を衛生本部にて配布致します。必ず団体名を記入して使用して

下さい。 

 

 

 

 

 

※分別が出来ていない団体には、再度ゴミの分別をして頂きます。 

 

 

 

 

 

 

     説明会日時  １１月１日（金） １３：００ 

      集合場所  地下１階管理会社前 

  返却日時   １１月３日（日） １４：００～１５：００ 

  返却場所   地下駐車場入口正面奥（管理会社横）    

回収時間 １日目 １６：１５～１７：１５ 

          ２日目 １４：１５～１５：１５ 

 回収場所 地下駐車場 

■■■■ゴミの回収にゴミの回収にゴミの回収にゴミの回収について■ついて■ついて■ついて■    
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８８８８．会計報告について．会計報告について．会計報告について．会計報告について    

参加団体の食材の購入金額・量・店舗と当日の販売品の売り上げを調査するため、今年より会計報告資料を

提出して頂きます。なお、会計報告資料を作成する際に、模擬店に模擬店に模擬店に模擬店に関関関関するするするする領領領領収証またはレシートが必収証またはレシートが必収証またはレシートが必収証またはレシートが必要要要要となりとなりとなりとなり

ますますますます。。。。    

    

    

    

    

 

 

 

９９９９．諸注意．諸注意．諸注意．諸注意    

 ◆事故が起き◆事故が起き◆事故が起き◆事故が起きた場合た場合た場合た場合    

   怪我などの事故が起きた場合には、直ちに学園祭実行委員会にお知らせ下さい。その場合、怪我怪我怪我怪我にににに関わ関わ関わ関わっっっっ

た器具（た器具（た器具（た器具（例：指例：指例：指例：指をををを切切切切ったったったった包丁包丁包丁包丁）は、）は、）は、）は、以後絶対以後絶対以後絶対以後絶対に使用しないで下さい。に使用しないで下さい。に使用しないで下さい。に使用しないで下さい。創縁祭終了後まで学園祭実行委員会で

預かります。 

   また、怪我怪我怪我怪我をさをさをさをされれれれたたたた方方方方も、そのも、そのも、そのも、その後後後後の調理や販売など食品にの調理や販売など食品にの調理や販売など食品にの調理や販売など食品に関わ関わ関わ関わる一る一る一る一切切切切のののの作作作作業が出来な業が出来な業が出来な業が出来なくくくくなります。なります。なります。なります。 

 

 ◆体調が悪くなった場合◆体調が悪くなった場合◆体調が悪くなった場合◆体調が悪くなった場合    

   創縁祭が開催される１１月はノロウィルスが蔓延し始める時期です。当日、体調が悪くなった方は、模擬

店参加をご遠慮頂きます。 

   また、当日までに団体内でインフルエンザなどの発症が確認された場合は、模擬店参加をご遠慮頂きます。

その場合は速やかに衛生担当楠山までご連絡下さい。 

 

 ◆その他◆その他◆その他◆その他    

  ・包丁包丁包丁包丁、、、、まなまなまなまな板板板板などの調理器具のなどの調理器具のなどの調理器具のなどの調理器具の貸貸貸貸し出しは一し出しは一し出しは一し出しは一切切切切行いません。行いません。行いません。行いません。 

  ・自生している植物の上に荷物を置く、踏み込むなどの行為はお止め下さい。 

  ・準備日と当日は準備日と当日は準備日と当日は準備日と当日は絶対絶対絶対絶対に『学生証』をに『学生証』をに『学生証』をに『学生証』を忘れ忘れ忘れ忘れないで下さい。ないで下さい。ないで下さい。ないで下さい。 

  ・団体内で情報を共有するようにして下さい。 

  ・発電機やガスコンロが正常に動かない場合、及び発電機のガソリンやプロパンガスのガスが切れた場合な

どは、学園祭実行委員会まで報告して下さい。 

  ・模擬店参模擬店参模擬店参模擬店参加加加加者の者の者の者の飲飲飲飲酒は禁止と酒は禁止と酒は禁止と酒は禁止と致致致致します。します。します。します。 

 ・当日何かございましたら衛生本部へお越し下さい。衛生本部へお越し下さい。衛生本部へお越し下さい。衛生本部へお越し下さい。 

 

 

 

・模擬店に関するもの（食材や食器類、調理器具など）を購入した際には、必ず領収証を発行し大切に保

管して下さい。 

・宛先は団体名を記入して下さい。「上様」や個人名は認められません。 

・購入した詳細を必ず記入して下さい。レシートがある場合は、領収証にレシートを添付して下さい。 

・クラブ執行部や学生会執行委員会の会計報告の都合で、模擬店に関する領収証を提出できない場合は、

コピーした領収証を提出して下さい。 

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■ 
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１０１０１０１０．今後の予定．今後の予定．今後の予定．今後の予定    

  １１月 １日（金） 準備日・最終説明会（１６：００～ 中洲記念講堂） 

  １１月 ２日（土） 開催１日目 

  １１月 ３日（日） 開催２日目・片付け日 

  １１月１８日（月） 大反省会（１８：４０～ ４０３教室） 

    


