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平成２５年７月５日（金） 

創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３    第１回説明会資料第１回説明会資料第１回説明会資料第１回説明会資料    

１.開催概要（P.１） 

２.参加について（P.２） 

   （１）参加方法 

     （２）参加形態 

    （３）参加費 

   （４）情報発信 

３.教室の貸し出しについて（P.５） 

４.飲食物の提供について（P.５） 

５.ステージ発表について（P.６） 

６.物品について（P.６） 

７.運搬について（P.７） 

８.パンフレットについて（P.７） 

９.芸能人ライブについて（P.７） 

１０.提出資料について（P.８） 

１１.今後の日程（P.８） 

１２.各担当連絡先（P.９） 

                                          

１１１１....開催概要開催概要開催概要開催概要    

開催日時    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 

 

団体活動日時  １０月３１日（木） 運搬積み込み日         未定 

        １１月 １日（金） 準備日         ９：００～１９：００ 

        １１月 ２日（土） 開催１日目       ９：００～１９：００ 

        １１月 ３日（日） 開催２日目・片付け日  ９：００～１９：００ 

        １１月 ４日（月） 運搬積み下ろし日        未定 

 

開催場所    二松学舎大学 九段キャンパス 

        １号館 ２号館 ３号館 別館ブックラウンジ 中庭 

 

開催主催    二松学舎大学 学園祭実行委員会 

 

テーマ     「Prism Cracker」 

コンセプト 団体の個性や特色を、クラッカーが弾ける際の色鮮やかな紙ふぶきになぞらえました。 

様々な色で、鮮やかにたくさんの”縁”を演出したいという思いを込めました。 
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２２２２....参加について参加について参加について参加について    

（１）参加方法（１）参加方法（１）参加方法（１）参加方法    

創縁祭への参加を希望する全ての団体は、別紙「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙」」」」に必要事項を記入し

提出して下さい。    

    

◇◇◇◇創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭参加決定までの流れ参加決定までの流れ参加決定までの流れ参加決定までの流れ◇◇◇◇    

① 第１回説明会にて別紙「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙」」」」を受け取る。 

② 各参加形態の内容を確認し、団体内でどの形態で参加するかを決定する。 

  【参照：２．参加について（２）参加形態（P．２）】 

③ 必要事項を全て記入し、その他の必要提出資料と共に別紙「創縁祭「創縁祭「創縁祭「創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」を 

学園祭実行委員会に提出する。 

  【参照：１０．提出資料について（P．８）】 

④ 学園祭実行委員会による提出資料の審査。 

⑤ 企画内容に問題がなければ、学園祭実行委員会からの連絡によって創縁祭への参加が決定。 

 

提出資料提出資料提出資料提出資料    「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙」」」」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

 

 

（２）参加形態（２）参加形態（２）参加形態（２）参加形態    

   参加形態には以下の４つがあります。別紙「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙」」」」裏面の希望する参加形態

にチェックを付けて下さい。１つの団体が複数の形態で参加することもできます。 

 

 Ａ．校内Ａ．校内Ａ．校内Ａ．校内発表発表発表発表        

   二松学舎大学内の教室や展示スペースを使用する形態です。 

   ライブ・演劇・冊子配布・作品展示など、企画内容は多岐に渡ります。 

 

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．模模模模擬店擬店擬店擬店        

   教室内または中庭のテントにて、飲食物の提供を行う形態です。 

   模擬店参加を希望する団体は、第１回第１回第１回第１回模擬店・衛生説明会へ模擬店・衛生説明会へ模擬店・衛生説明会へ模擬店・衛生説明会へ必ず必ず必ず必ず参加参加参加参加して下さいして下さいして下さいして下さい。。。。 

 

 Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．ステージ発表ステージ発表ステージ発表ステージ発表        

中洲記念講堂または２号館４階体育館を使用してライブ・演舞などの発表を行う形態です。 

 

 Ｄ．Ｄ．Ｄ．Ｄ．その他その他その他その他        

上記に該当しない形態での参加を希望する団体は、別紙「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙」」」」裏面の参加

形態「その他」の欄にチェックを付け、発表形態を具体的に記入して下さい。 
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（３）（３）（３）（３）参加費参加費参加費参加費 

創縁祭に創縁祭に創縁祭に創縁祭に参加する全団体から、参加費として一律参加する全団体から、参加費として一律参加する全団体から、参加費として一律参加する全団体から、参加費として一律 1,0001,0001,0001,000 円を徴収致します。円を徴収致します。円を徴収致します。円を徴収致します。１日のみの参加を希望する団

体は、参加費が 500 円となります。 

なお、模擬店参加団体からは模擬店参加費、ステージ発表で音響機材を使用する団体からは音響機材使用

費を追加で徴収致します。参加費の徴収は参加費の徴収は参加費の徴収は参加費の徴収は創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３第２回説明会終了後第２回説明会終了後第２回説明会終了後第２回説明会終了後に行いに行いに行いに行います。ます。ます。ます。 

 

創縁祭へ参加する全団体創縁祭へ参加する全団体創縁祭へ参加する全団体創縁祭へ参加する全団体    

→創縁祭参加費 1,000 円（１日のみ参加 500 円） 

模擬店参加団体模擬店参加団体模擬店参加団体模擬店参加団体    

  ・中庭模擬店 

   →創縁祭参加費 1,000 円＋中庭模擬店参加費 5,000 円＝計 6,000 円 

  ・室内模擬店 

   →創縁祭参加費 1,000 円＋室内模擬店参加費 1,000 円＝計 2,000 円 

音響機材使用団体音響機材使用団体音響機材使用団体音響機材使用団体    

   →創縁祭参加費 1,000 円＋音響機材使用費 3,000 円＝計 4,000 円 

 

また、パネルの借用を希望する団体からは借用枚数に応じて追加で徴収致します。 

 

 

 

 

 

 

（４）（４）（４）（４）情報発信情報発信情報発信情報発信    

説明会の開催日程などの情報は、以下の方法でお知らせ致します。    

 

◆校内掲示物◆校内掲示物◆校内掲示物◆校内掲示物    

・公示公示公示公示 

 説明会の開催などの重要な情報を、公示にてお知らせ致します。 

・創縁祭情報誌創縁祭情報誌創縁祭情報誌創縁祭情報誌 

学園祭実行委員会企画に関する情報や参加団体の宣伝などを掲載致します。情報が更新され次第、随時 

各掲示板に貼り出します。 

・創縁祭掲示板創縁祭掲示板創縁祭掲示板創縁祭掲示板 

 地下１階学生ラウンジ前に設置致しました。公示や創縁祭情報誌などを掲示致します。 

 

 

 

 

 

    

    

    

借用枚数 1 枚～10 枚 11 枚～20 枚 21 枚～30 枚 31 枚～40 枚 41 枚～ 

追加徴収額 1,000 円 2,000 円 4,000 円 6,000 円 8,000 円 
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◆創縁祭◆創縁祭◆創縁祭◆創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３公式ホームページ公式ホームページ公式ホームページ公式ホームページ    

創縁祭２０１３公式ホームページを開設致しました。創縁祭に関する最新情報、学園祭実行委員会企画や 

今後の予定を公開致します。その他、参加団体の宣伝も掲載致します。相互リンクをご希望の場合、団体名・

サイト名・ＵＲＬを添えて souen136@yahoo.co.jp までご連絡下さい。    

また、各説明会資料や各別紙資料をダウンロードすることもできます。 

 

 

創縁祭２０１３公式ホームページ           学園祭実行委員会メールアドレス 

 

 

 

 

URL:http：//nishosouen2013.web.fc2.com/          souen136@yahoo.co.jp 

 

 

◆創縁祭公式◆創縁祭公式◆創縁祭公式◆創縁祭公式 twittertwittertwittertwitter    

  創縁祭に関する様々な情報を掲載致します。 

 

創縁祭公式 twitter 

twitter ID：@nisho_souen 

 

 

 

 

URL：https：//mobile.twitter.com/nisho_souen 

 

 

 

◆創縁祭連絡担当◆創縁祭連絡担当◆創縁祭連絡担当◆創縁祭連絡担当へのへのへのへのご連絡ご連絡ご連絡ご連絡    

別紙「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙参加申し込み用紙」」」」提出後、説明会の開催日程や個別の確認事項などを創縁祭連絡担

当の方に直接電話・メールにて連絡致します。なお、ドメイン指定などの着信、受信を制限する設定を行って

いる場合は、機能の解除もしくは学園祭実行委員会の連絡先を登録するなどして、学園祭実行委員会からの連学園祭実行委員会からの連学園祭実行委員会からの連学園祭実行委員会からの連

絡を受信できる状態にしておいて下さい。絡を受信できる状態にしておいて下さい。絡を受信できる状態にしておいて下さい。絡を受信できる状態にしておいて下さい。連絡先が変わった場合は、必ず渉内担当茶原まで速やかにご連絡下

さい。 

提出資料に記入された個人情報は、創縁祭運営に関する学園祭実行委員会からの連絡でのみ使用致します。

それ以外の目的で使用することは一切ありません。    
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第１回模擬店・衛生説明会に第１回模擬店・衛生説明会に第１回模擬店・衛生説明会に第１回模擬店・衛生説明会に必ず必ず必ず必ず参加して下さい。参加して下さい。参加して下さい。参加して下さい。    

３３３３....教室の貸し出しについて教室の貸し出しについて教室の貸し出しについて教室の貸し出しについて    

教室での発表・展示・室内模擬店を希望する団体に、九段キャンパス１号館・３号館の各教室、別館ブック

ラウンジを貸し出します。教室の使用を希望する団体は、別紙「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」に必要事項を記入し、提

出して下さい。    

各教室にある設備については、別紙「「「「＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞教室設備一覧」教室設備一覧」教室設備一覧」教室設備一覧」をご覧下さい。 

記入して頂いた内容をもとに学園祭実行委員会で教室の割り振りを行い、創縁祭２０１３第２回説明会にて

詳細をお知らせ致します。 

 

 ◇◇◇◇注意事項注意事項注意事項注意事項◇◇◇◇    

◆教室の数には限りがあるため、1 つの発表教室を複数の団体で使用して頂く場合があります。 

◆教室を暗くする場合は、別紙「「「「＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞教室設備一覧教室設備一覧教室設備一覧教室設備一覧」」」」をもとに、遮光カーテンのある教室を希望して遮光カーテンのある教室を希望して遮光カーテンのある教室を希望して遮光カーテンのある教室を希望して

下さい。下さい。下さい。下さい。    

◆電化製品を使用する団体は、使用する電化製品のワット数を必ず記入して下さい。記入されていない電化製

品の使用はできません。 

◆室内模擬店は室内模擬店は室内模擬店は室内模擬店は 1111 号館号館号館号館のみのみのみのみで出店で出店で出店で出店できますできますできますできます。。。。    

◆教室内は火気厳禁です。教室内は火気厳禁です。教室内は火気厳禁です。教室内は火気厳禁です。 

 

提出資料提出資料提出資料提出資料    「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月７月７月７月８日（月）～７月８日（月）～７月８日（月）～７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

    

    

４４４４．．．．飲食物の提供について飲食物の提供について飲食物の提供について飲食物の提供について    

飲食物を提供する場合、提供方法によって参加形態が異なります。提供方法と参加形態は以下の通りです。 

 

① 調理した食品を提供           

② 既製品を開封し、有料で提供      

③ 既製品を開封し、無料で提供      

④ 未開封の既製品を有料で提供       

⑤ 未開封の既製品を無料で提供      第１回模擬店・衛生説明会に参加する必要はありません。 
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５５５５....ステージ発表についてステージ発表についてステージ発表についてステージ発表について    

中洲記念講堂と２号館４階体育館をステージ発表の場所として提供致します。ステージ発表を希望する団体

は、別紙「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」に必要事項を記入し提出して下さい。 

ステージのタイムスケジュールは学園祭実行委員会で仮決定し、創縁祭２０１３第２回説明会にてお知らせ

致します。参加団体数などの都合により、発表時間や発表場所を変更して頂く場合があります。なお、ステー

ジの設営作業・撤去作業には発表を行う全ての団体に参加して頂きます。 

 

◇音響機材について◇◇音響機材について◇◇音響機材について◇◇音響機材について◇    

 ◆音響機材を使用する団体からは、音響機材使用費として音響機材を使用する団体からは、音響機材使用費として音響機材を使用する団体からは、音響機材使用費として音響機材を使用する団体からは、音響機材使用費として 3,0003,0003,0003,000 円を徴収致します。円を徴収致します。円を徴収致します。円を徴収致します。希望する場合は別紙「ス希望する場合は別紙「ス希望する場合は別紙「ス希望する場合は別紙「ス

テージ発表希望用紙」の該当項目にチェックを付けて下さい。テージ発表希望用紙」の該当項目にチェックを付けて下さい。テージ発表希望用紙」の該当項目にチェックを付けて下さい。テージ発表希望用紙」の該当項目にチェックを付けて下さい。 

 ◆音響機材使用の希望が多い場合は、音楽系団体の使用を優先させて頂きます。その際、発表時間や発表場所

が変更になる場合があります。 

 

 

提出資料提出資料提出資料提出資料    「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

    

    

６６６６....物品物品物品物品についてについてについてについて    

創縁祭の企画や発表などで使用する物品を貸し出します。貸し出す物品は、パネル・パネル用の脚・パネル・パネル用の脚・パネル・パネル用の脚・パネル・パネル用の脚・フック・フック・フック・フック・

暗幕暗幕暗幕暗幕・・・・机・椅子・畳・机・椅子・畳・机・椅子・畳・机・椅子・畳・書道用机・ホワイトボード書道用机・ホワイトボード書道用机・ホワイトボード書道用机・ホワイトボードです。物品の借用を希望する団体は別紙「「「「＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞教室教室教室教室

設備一覧」設備一覧」設備一覧」設備一覧」をもとに別紙「「「「物品希望用紙」物品希望用紙」物品希望用紙」物品希望用紙」に必要事項を記入し、提出して下さい。    

 

 ◇パネルについて◇パネルについて◇パネルについて◇パネルについて◇◇◇◇    

パネルは、１つの教室を複数の団体で使用する際の仕切りや、作品展示・装飾を行うために使用します。パ

ネルの借用を希望する団体は、併せてパネル用の脚も借用して下さい。併せてパネル用の脚も借用して下さい。併せてパネル用の脚も借用して下さい。併せてパネル用の脚も借用して下さい。    

パネルを１枚使用する場合は、パネル用の脚が２本必要となります。また、パネルを２枚繋げて使用する場

合は、パネル用の脚が３本必要となります。 

 

 ◇注意事項◇注意事項◇注意事項◇注意事項◇◇◇◇    

◆物品の在庫には限りがあるためご希望に添えない場合があります。 

◆教室でマイクを使用する団体は、教室に備え付けのマイクを使用して下さい。 

◆借用物品は細心の注意を払って使用して下さい。返却時に破損が見られた際は返却時に破損が見られた際は返却時に破損が見られた際は返却時に破損が見られた際は弁償して頂く場合があります。弁償して頂く場合があります。弁償して頂く場合があります。弁償して頂く場合があります。    

 

提出資料提出資料提出資料提出資料    「物品希望用紙」「物品希望用紙」「物品希望用紙」「物品希望用紙」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月７月８日（月７月８日（月７月８日（月））））～７月１９日（金）～７月１９日（金）～７月１９日（金）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    
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７７７７....運搬運搬運搬運搬についてについてについてについて    

柏キャンパスに保管してある参加団体の荷物を、トラックで九段キャンパスに運搬致します。    

運搬を希望する団体は、別紙「創縁祭「創縁祭「創縁祭「創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」の該当項目にチェックを付けて下さい。

その場合、柏・九段の両キャンパスで行う運搬物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ず参加して下さい。運搬物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ず参加して下さい。運搬物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ず参加して下さい。運搬物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ず参加して下さい。運

搬に関する詳細は創縁祭２０１３第２回説明会にてお知らせ致します。 

 

 

８８８８....パンフレットについてパンフレットについてパンフレットについてパンフレットについて    

創縁祭当日の来場者に配布するパンフレットを作成致します。創縁祭へ創縁祭へ創縁祭へ創縁祭へのののの参加を希望する全ての団体参加を希望する全ての団体参加を希望する全ての団体参加を希望する全ての団体は、別

紙「パンフレット団体「パンフレット団体「パンフレット団体「パンフレット団体ＰＲＰＲＰＲＰＲ用紙」用紙」用紙」用紙」に必要事項を記入し、提出して下さい。 

 

◇「パンフレット団体ＰＲ用紙」提出の際の注意事項◇「パンフレット団体ＰＲ用紙」提出の際の注意事項◇「パンフレット団体ＰＲ用紙」提出の際の注意事項◇「パンフレット団体ＰＲ用紙」提出の際の注意事項◇◇◇◇    

◆企画内容によっては提出して頂いた内容から一部変更して頂く場合があります。そのため別紙「パンフレ「パンフレ「パンフレ「パンフレ

ット団体ＰＲ用紙」ット団体ＰＲ用紙」ット団体ＰＲ用紙」ット団体ＰＲ用紙」は学園祭実行委員学園祭実行委員学園祭実行委員学園祭実行委員会会会会からの審査結果連絡後にからの審査結果連絡後にからの審査結果連絡後にからの審査結果連絡後に記入し記入し記入し記入し提出して下さい。提出して下さい。提出して下さい。提出して下さい。    

◆２つ以上の形態に参加する団体は、参加形態２つ以上の形態に参加する団体は、参加形態２つ以上の形態に参加する団体は、参加形態２つ以上の形態に参加する団体は、参加形態ごとに１枚ずつ提出して下さい。ごとに１枚ずつ提出して下さい。ごとに１枚ずつ提出して下さい。ごとに１枚ずつ提出して下さい。なお、不足分の別紙「パン「パン「パン「パン

フレット団体フレット団体フレット団体フレット団体ＰＰＰＰＲＲＲＲ用紙」用紙」用紙」用紙」は、創縁祭２０１３公式ホームページからダウンロードするか、もしくは学園祭

実行委員会室で直接受け取って下さい。    

◆万が一、提出後に変更点があった場合は速やかに広報担当稲部までご連絡下さい。    

 

 

提出資料提出資料提出資料提出資料    「パンフレット団体「パンフレット団体「パンフレット団体「パンフレット団体ＰＲＰＲＰＲＰＲ用紙」用紙」用紙」用紙」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月２２７月２２７月２２７月２２日（月）～８日（月）～８日（月）～８日（月）～８月月月月２２２２日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

    

    

９９９９....芸能人ライブ芸能人ライブ芸能人ライブ芸能人ライブについてについてについてについて    

芸能人を招致してライブもしくはトークショーを行います。招致する芸能人については、アンケート結果を

もとに現在調整中です。詳細が決まり次第、創縁祭掲示板や創縁祭２０１３公式ホームページなどでお知らせ

致します。 

 

開催日・場所：１１月２日（土）中洲記念講堂開催日・場所：１１月２日（土）中洲記念講堂開催日・場所：１１月２日（土）中洲記念講堂開催日・場所：１１月２日（土）中洲記念講堂    
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１０１０１０１０....提出資料提出資料提出資料提出資料についてについてについてについて    

【全参加希望団体【全参加希望団体【全参加希望団体【全参加希望団体提出資料提出資料提出資料提出資料】】】】    

「創縁祭「創縁祭「創縁祭「創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」参加申し込み用紙」 

「パンフレット「パンフレット「パンフレット「パンフレット団体ＰＲ用紙」団体ＰＲ用紙」団体ＰＲ用紙」団体ＰＲ用紙」 

 

【【【【参加形態参加形態参加形態参加形態ごとのごとのごとのごとの提出資料】提出資料】提出資料】提出資料】    

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．校内発表希望団体校内発表希望団体校内発表希望団体校内発表希望団体                                Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．ステージ発表希望団体ステージ発表希望団体ステージ発表希望団体ステージ発表希望団体 

「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」                                        「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」「ステージ発表希望用紙」    

 

ＢＢＢＢ．．．．模擬店参加希望団体模擬店参加希望団体模擬店参加希望団体模擬店参加希望団体 

「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」「発表教室希望用紙」（室内模擬店希望団体のみ） 

「「「「各種各種各種各種模擬店・衛生資料」模擬店・衛生資料」模擬店・衛生資料」模擬店・衛生資料」    

  ※第１回模擬店・衛生説明会にて配布致します。 

 

【物品借用希望団体】【物品借用希望団体】【物品借用希望団体】【物品借用希望団体】    

「物品「物品「物品「物品希望用紙」希望用紙」希望用紙」希望用紙」    

    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月８日（月）～７月１９日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

提出場所提出場所提出場所提出場所    九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス九段キャンパス    ２号館３階２号館３階２号館３階２号館３階    学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室学園祭実行委員会室    

 

※※※※「パンフレット団体ＰＲ用紙」「パンフレット団体ＰＲ用紙」「パンフレット団体ＰＲ用紙」「パンフレット団体ＰＲ用紙」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ７月７月７月７月２２２２２２２２日（月）日（月）日（月）日（月）～８～８～８～８月２日（金月２日（金月２日（金月２日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ））昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ））昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ））昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）    

    

    

１１１１１１１１....今後の日程今後の日程今後の日程今後の日程    

 ７月 ８日（月）  資料提出期間開始 

 ７月１９日（金）  資料提出締め切り 

 ７月２２日（月）  「パンフレット団体ＰＲ用紙」提出期間開始 

 ８月 ２日（金）  「パンフレット団体ＰＲ用紙」提出締め切り 

 ８月 中旬     資料発送 

 ９月 中旬     創縁祭２０１３第２回説明会 

第２回模擬店・衛生説明会 

１０月 中旬     創縁祭２０１３第３回説明会 

第３回模擬店・衛生説明会 

１０月３１日（木）  運搬物積み込み作業【柏キャンパス】 

１１月 １日（金）  準備日・最終説明会 

１１月 ２日（土）  開催１日目 

１１月 ３日（日）  開催２日目・片付け 

１１月 ４日（月）  運搬物積み下ろし作業【柏キャンパス】 

１１月 中旬     大反省会  


