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平成２５年９月２３日（月） 

創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３    第第第第２２２２回説明会資料回説明会資料回説明会資料回説明会資料    

１.開催概要（P.１） 

２.参加について（P.２） 

   （１）参加費 

     （２）情報発信 

３.教室の貸し出しについて（P.３） 

４.模擬店について（P.３） 

５.物品について（P.４） 

６.運搬について（P.４） 

７.ステージ発表について（P.５） 

８.宣伝について（P.５） 

９.パンフレットについて（P.６） 

１０.彩輝について（P.６） 

１１.芸能人ライブについて（P.６） 

１２.実行委員会企画について（P.７） 

１３.提出資料について（P.８） 

１４.今後の日程（P.８） 

１５.各担当連絡先（P.９）【連絡先削除】 

                                          

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    １７：００～１８：００【柏キャンパス】 

        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   １７：００～１８：００【柏キャンパス】 

 

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。 
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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（１（１（１））））参加費参加費参加費参加費 

第２回説明会終了後に参加費の徴収を行います。以下の表を参照し、必ずお釣りがないようにして下さい。中庭中庭中庭中庭

模擬店模擬店模擬店模擬店に１日のみ参加する場合は、中庭模擬店参加費がに１日のみ参加する場合は、中庭模擬店参加費がに１日のみ参加する場合は、中庭模擬店参加費がに１日のみ参加する場合は、中庭模擬店参加費が３０００３０００３０００３０００円円円円になります。になります。になります。になります。パネルの借用を希望している団体

は以下のパネル借用金額一覧を参照の上、追加徴収額も合わせてお支払い下さい。 

 

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 ＝6,000円 

    →創縁祭参加費   500円 ＋中庭模擬店参加費  3,000円 ＝3,500円（１日のみ参加） 

  ・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 ＝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 ＝4,000円 

 

■パネル借用金額一覧 

 

 

 

 

 

    

（２）情報発信（２）情報発信（２）情報発信（２）情報発信    

以下の方法で各団体への連絡を行います。 

  ◆創縁祭掲示板（公示・創縁祭情報誌などを掲示） 

   【場所】地下１階学生ラウンジ前 

   ◆創縁祭２０１３公式ホームページ・創縁祭２０１３公式ブログ・創縁祭公式 twitter 

   ◆学園祭実行委員会からのメール 

 

創縁祭２０１３公式ホームページ・創縁祭情報誌には説明会などの今後の予定や、創縁祭参加団体や実行委

員会企画の詳細などの様々な情報を掲載しております。また、創縁祭２０１３公式ホームページでは説明会資

料や別紙資料をダウンロードすることができます。 

 

           

                         

 

 

 

 

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 

創縁祭２０１３公式ホームページ 創縁祭公式 twitter 

 twitter ID：@nisho_souen URL：http://nishosouen2013.web.fc2.com/ 
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■参加団体の宣伝について 

創縁祭２０１３公式ホームページ、創縁祭公式 twitter、創縁祭情報誌に参加団体の宣伝を掲載することが

できます。宣伝の掲載を希望する団体は、以下の内容を学園祭実行委員会 Yahoo!メールまでご提出下さい。

なお、創縁祭情報誌は発行回数が限られているため、創縁祭情報誌への掲載は先着順となります。 

 

   

    

    

    

    

    

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 

 発表教室・展示教室を仮決定致しました。別紙「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２０１３２０１３２０１３２０１３教室・校内スペース教室・校内スペース教室・校内スペース教室・校内スペース団体団体団体団体一覧一覧一覧一覧〈仮決定版〉〈仮決定版〉〈仮決定版〉〈仮決定版〉」」」」を

ご確認下さい。使用する使用する使用する使用する電化製品のワット数に変更がありましたら、教室割り担当井上までご連絡下さい。電化製品のワット数に変更がありましたら、教室割り担当井上までご連絡下さい。電化製品のワット数に変更がありましたら、教室割り担当井上までご連絡下さい。電化製品のワット数に変更がありましたら、教室割り担当井上までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■当日の飲酒について 

 校内への酒類の持ち込み及び校内への酒類の持ち込み及び校内への酒類の持ち込み及び校内への酒類の持ち込み及び、、、、校内での校内での校内での校内での飲酒は禁止致します。飲酒は禁止致します。飲酒は禁止致します。飲酒は禁止致します。飲酒は中庭模擬店スペースのみと致します。酒類

の取り扱いに関しては、保健所・大学の指導の下、厳格に行います。問題が起きた場合は、来年から酒類の取り扱

いが全面禁止になる場合もあります。 

    

４４４４．．．．模擬店模擬店模擬店模擬店についてについてについてについて    

■模擬店開催日時 １１月２日（土） １０：００～１６：００  

※１１月２日（土）は創縁祭開催時間より１時間早く終了致します。 

         １１月３日（日） １０：００～１４：００ 

 

■検便について 

 模擬店参加団体以外で既製品を開封して提供する場合、検便を行う必要があります。 

 

提出日時提出日時提出日時提出日時    ９月３０日（月）または１０月１日（火）９月３０日（月）または１０月１日（火）９月３０日（月）または１０月１日（火）９月３０日（月）または１０月１日（火）昼休み、４限終了後～１８：３０まで昼休み、４限終了後～１８：３０まで昼休み、４限終了後～１８：３０まで昼休み、４限終了後～１８：３０まで    

※提出予備日※提出予備日※提出予備日※提出予備日    １０月７日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで１０月７日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで１０月７日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで１０月７日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで    

            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    

 ※模擬店参加団体には第２回模擬店・衛生説明会にて検便容器を配布致します。 

◆教室内の机・椅子は絶対に積み重ねないで下さい教室内の机・椅子は絶対に積み重ねないで下さい教室内の机・椅子は絶対に積み重ねないで下さい教室内の机・椅子は絶対に積み重ねないで下さい。。。。 

◆装飾などを貼る際は、必ず養生テープを使用して養生テープを使用して養生テープを使用して養生テープを使用して下さい。下さい。下さい。下さい。養生テープなどの貸し出しは、学園祭

実行委員会では行っておりません。 

◆検便を行っていない団体が教室で食品を提供する場合は、必ず個包装のもの個包装のもの個包装のもの個包装のものを提供して下さい。

また、飲み物を提供する場合も、封を切って封を切って封を切って封を切っていいいいないものないものないものないものを提供して下さい。 

◆３号館での物品の貸し出しは一切行いません。また、机・椅子の移動もできませんのでご注意下

さい。 

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    

◆宛先：souen136＠yahoo.co.jp 

◆件名：団体名（正式名称） 

◆本文：団体の紹介（７０字程度） 

◆添付ファイル：正方形の団体ＰＲイラスト（.jpg） 

※パンフレットＰＲ用紙のイラストを使用したい場合はその旨をお伝え下さい。 
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■第２回模擬店・衛生説明会   

開催日時開催日時開催日時開催日時    ９月２４日（火）１８：４０～９月２４日（火）１８：４０～９月２４日（火）１８：４０～９月２４日（火）１８：４０～    （受付（受付（受付（受付    １８：３０～）１８：３０～）１８：３０～）１８：３０～）    

    開催場所開催場所開催場所開催場所    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    １号館５０７教室１号館５０７教室１号館５０７教室１号館５０７教室    

 

５５５５....物品物品物品物品についてについてについてについて    

貸し出す物品を決定致しました。別紙「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３物品借用一覧物品借用一覧物品借用一覧物品借用一覧〈決定版〉〈決定版〉〈決定版〉〈決定版〉」」」」をご確認下さい。今後、借用今後、借用今後、借用今後、借用

物品物品物品物品の変更はできません。の変更はできません。の変更はできません。の変更はできません。    

    

     

◆教室を暗くする際は、教室に備え付けの遮光カーテンを使用して下さい。教室を暗くする際は、教室に備え付けの遮光カーテンを使用して下さい。教室を暗くする際は、教室に備え付けの遮光カーテンを使用して下さい。教室を暗くする際は、教室に備え付けの遮光カーテンを使用して下さい。 

◆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弁償して頂く場合があります。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。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。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。 

◆物品を借用する団体は準備及び片付け時の作業にご協力頂きます。なお、作業内容についての詳細は、   

創縁祭２０１３第３回説明会にてお知らせ致します。 

◆３号館での机・椅子の集積及び貸し出しはできませんのでご注意下さい。 

    

６６６６....運搬運搬運搬運搬についてについてについてについて    

運搬のタイムスケジュールが決定致しました。別紙「創縁祭２０１３運搬タイムスケジュール」「創縁祭２０１３運搬タイムスケジュール」「創縁祭２０１３運搬タイムスケジュール」「創縁祭２０１３運搬タイムスケジュール」をご確認下さい。 

柏・九段キャンパス間で荷物の運搬を希望する団体は、別紙「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３運搬申し込み用紙」運搬申し込み用紙」運搬申し込み用紙」運搬申し込み用紙」を提出して下

さい。    

 

   提出資料提出資料提出資料提出資料    「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３運搬申し込み用紙」運搬申し込み用紙」運搬申し込み用紙」運搬申し込み用紙」    

   提出期間提出期間提出期間提出期間    ９９９９月月月月２４２４２４２４日（日（日（日（火火火火））））～１０月４日（金～１０月４日（金～１０月４日（金～１０月４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    

    

      

  ◆運搬を希望する団体運搬を希望する団体運搬を希望する団体運搬を希望する団体は柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み、積み下ろし作業に必ず参加しては柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み、積み下ろし作業に必ず参加しては柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み、積み下ろし作業に必ず参加しては柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み、積み下ろし作業に必ず参加して下さい下さい下さい下さい。。。。 

◆運搬する荷物には団体名を記入して下さい。 

◆運搬中における荷物の破損などのトラブルが生じた場合、学園祭実行委員会では責任を負いかねます。 

◆壊れやすい荷物は各団体で運搬して下さい。 

 

■段ボールの配布について 

 運搬に使用する段ボールの配布を行います。学園祭実行委員会で用意する段ボールの配布を希望する団体は、以

下の配布日時、配布場所に必ずお越し下さい。なお、配布は柏キャンパスのみ柏キャンパスのみ柏キャンパスのみ柏キャンパスのみとなりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

   配布日時配布日時配布日時配布日時    １０月１１１０月１１１０月１１１０月１１日（日（日（日（金金金金））））１３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６：３０１６：３０１６：３０１６：３０    

   配布場所配布場所配布場所配布場所    柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス    クラブ棟４階クラブ棟４階クラブ棟４階クラブ棟４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    

    

    

    

    

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    
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７７７７....ステージ発表ステージ発表ステージ発表ステージ発表についてについてについてについて    

ステージ発表のタイムテーブルを仮決定致しました。別紙「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３スススステージテージテージテージタイムテーブルタイムテーブルタイムテーブルタイムテーブル〈仮決定版〉〈仮決定版〉〈仮決定版〉〈仮決定版〉」」」」

をご確認下さい。音響機材は１１月２日（土）音響機材は１１月２日（土）音響機材は１１月２日（土）音響機材は１１月２日（土）にににに、中洲記念講堂のみで使用できま、中洲記念講堂のみで使用できま、中洲記念講堂のみで使用できま、中洲記念講堂のみで使用できます。す。す。す。当日の集合及び発表時間は

厳守して下さい。 

 

８８８８....宣伝宣伝宣伝宣伝についてについてについてについて    

■ポスターについて 

 １号館内の各階段踊り場と３号館の１階に模造紙を設置し、団体の宣伝ポスターを掲示するスペースを設けます。

ポスターの掲示には学園祭実行委員会印が必要になります。ポスターをコピーする際の原本は、学園祭実行委員会

印が押印されたものを使用して下さい。 

押印期間押印期間押印期間押印期間    １０月７１０月７１０月７１０月７日（日（日（日（月）～１０月）～１０月）～１０月）～１０月月月月２５日２５日２５日２５日（（（（金金金金）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）    

 押印場所押印場所押印場所押印場所    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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

■フロアマップポスターについて 

 各階の教室割りを掲示したフロアマップを設置致します。各団体の「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３フロアマップポスター希望フロアマップポスター希望フロアマップポスター希望フロアマップポスター希望

用紙」用紙」用紙」用紙」は、学園祭実行委員会で回収し、フロアマップに掲示します。 

なお、「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３フロアマップポスター希望用紙」フロアマップポスター希望用紙」フロアマップポスター希望用紙」フロアマップポスター希望用紙」の提出は任意です。 

 

提出資料提出資料提出資料提出資料    「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３フロアマップポスター希望用紙」フロアマップポスター希望用紙」フロアマップポスター希望用紙」フロアマップポスター希望用紙」    

  提出期間提出期間提出期間提出期間    ９月２４日（火）～１０月１４日（月９月２４日（火）～１０月１４日（月９月２４日（火）～１０月１４日（月９月２４日（火）～１０月１４日（月））））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    

 

■チラシについて 

 創縁祭当日に、各団体のチラシを置くスペースを１号館中２階に設置致します。チラシには学園祭実行委員会印

が必要になります。チラシをコピーする際の原本は、学園祭実行委員会印が押印されたものを使用して下さい。 

 なお、創縁祭当日の創縁祭当日の創縁祭当日の創縁祭当日の公道・外階段付近・校舎内の階段付近でのチラシ配りは禁止と致します公道・外階段付近・校舎内の階段付近でのチラシ配りは禁止と致します公道・外階段付近・校舎内の階段付近でのチラシ配りは禁止と致します公道・外階段付近・校舎内の階段付近でのチラシ配りは禁止と致します。。。。    

 

◆掲示場所 

 １号館…２・４・５・６・７・８・９・１０階（階段踊り場） 

 ３号館…１階ガレージの掲示板 

◆掲示期間 

 １０月２１日（月）～１１月３日（日） 

◆枚数制限 

 各参加団体の掲示枚数は、各団体最大１各団体最大１各団体最大１各団体最大１０枚まで０枚まで０枚まで０枚までとなります。 

◆諸注意 

 ・ポスターのサイズは全団体Ａ４ポスターのサイズは全団体Ａ４ポスターのサイズは全団体Ａ４ポスターのサイズは全団体Ａ４サイズです。サイズです。サイズです。サイズです。 

 ・掲示する際は、模造紙からはみ出さないようにして下さい。模造紙からはみ出さないようにして下さい。模造紙からはみ出さないようにして下さい。模造紙からはみ出さないようにして下さい。 

 ・掲示にはマスキングテープなどのテープ類を使用して下さい。糊糊糊糊や画鋲や画鋲や画鋲や画鋲は使用しないで下さいは使用しないで下さいは使用しないで下さいは使用しないで下さい。。。。 

 ・ルールが守られていないポスターは学園祭実行委員会で撤去する場合があります。 

■ポスター■ポスター■ポスター■ポスター掲示掲示掲示掲示上の注意■上の注意■上の注意■上の注意■    
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９９９９....パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットについてについてについてについて    

本日配布した「団体「団体「団体「団体ＰＲＰＲＰＲＰＲサンプル」サンプル」サンプル」サンプル」の確認をお願い致します。誤字脱字・修正箇所などがありましたら、黒色以黒色以黒色以黒色以

外の外の外の外のボボボボールペンールペンールペンールペンで「団体「団体「団体「団体ＰＲＰＲＰＲＰＲサンプル」サンプル」サンプル」サンプル」へ直接記入して下さい。 

 また、参加団体向けに団体用団体用団体用団体用簡易簡易簡易簡易版パンフ版パンフ版パンフ版パンフレレレレットットットットを配布致します。「団体「団体「団体「団体ＰＲＰＲＰＲＰＲサンプル」サンプル」サンプル」サンプル」の裏面に必要部数を記

入し、退室する際に回収ボックス付近にいる役員まで提出して下さい。 

 

１０１０１０１０....彩輝彩輝彩輝彩輝についてについてについてについて    

彩輝とは、各団体の学生によって組織される創縁祭の運営チームです。各団体から担当各団体から担当各団体から担当各団体から担当者者者者１１１１名以名以名以名以上を上を上を上を選選選選出し、出し、出し、出し、別

紙「創縁祭２０１３「創縁祭２０１３「創縁祭２０１３「創縁祭２０１３彩輝彩輝彩輝彩輝担当担当担当担当者者者者記記記記入入入入用紙」用紙」用紙」用紙」を提出して下さい。仕事内容は創縁祭前日及び当日の準備・片付け、来

場者の受付対応、また団体の特色を活かしたものなど、多岐にわたります。 

 彩輝担当者の活動内容などの詳細は第３回説明会にてお知らせ致します。 

 

  提出資料提出資料提出資料提出資料    「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３彩輝彩輝彩輝彩輝担当担当担当担当者者者者記記記記入入入入用紙」用紙」用紙」用紙」    

        提出期間提出期間提出期間提出期間    ９月２４日（火）～１０月４日（金９月２４日（火）～１０月４日（金９月２４日（火）～１０月４日（金９月２４日（火）～１０月４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    

 

１１１１１１１１....芸能人ライブについて芸能人ライブについて芸能人ライブについて芸能人ライブについて    

芸能人を招致してトークショーを行います。トークショー中の途中入退場はできません。また、トークショー終

了後にサイン抽選会なども行う予定です。 

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月３日（日）１１月３日（日）１１月３日（日）１１月３日（日）    開催２日開催２日開催２日開催２日目目目目    １１：３０～１１：３０～１１：３０～１１：３０～（開場１１：００）（開場１１：００）（開場１１：００）（開場１１：００）    

開催場所開催場所開催場所開催場所    中洲記念講堂中洲記念講堂中洲記念講堂中洲記念講堂    

出出出出    演演演演    者者者者    井上井上井上井上麻里奈麻里奈麻里奈麻里奈、、、、小林ゆ小林ゆ小林ゆ小林ゆうううう    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細な情報は、創縁祭２０１３公式ホームページ・創縁祭２０１３公式ブログ・創縁祭公式 twitter・創縁祭情

報紙でお知らせ致します。 

鑑賞にはチケットの購入が必要となります。チケットの購入は１１１１名名名名ににににつつつつき２枚までき２枚までき２枚までき２枚までです。 

・学内学内学内学内前売前売前売前売りりりり券券券券    １０００１０００１０００１０００円円円円    

  学内生・教職員向けに事前に販売するチケットです。 

  応募受付期間 １０月２日（水）～４日（金） 

  結果発表   １０月７日（月） ※学内掲示にて行います。 

  チケット引換 １０月８日（火）～９日（水） 

・一・一・一・一般前売般前売般前売般前売りりりり券券券券    １２００１２００１２００１２００円円円円    

オンラインチケット販売システム e＋にて事前に販売するチケットです。 

・・・・先着先着先着先着一一一一般前売般前売般前売般前売りりりり券券券券    １２００１２００１２００１２００円円円円    

先着一般前売りチケットは学内前売りチケットと一般前売りチケットの販売状況により

販売を行わない場合があります。 

 

■■■■チケットチケットチケットチケット販売販売販売販売ににににつつつついていていていて■■■■ 
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◆参加人数は１チームに１チームに１チームに１チームにつつつつき最大８き最大８き最大８き最大８名名名名です。また、メンバーの重複は禁止です。 

◆発表内容によっては、参加を検討させて頂く場合がありますのでご了承下さい。 

◆エントリーチーム数の上限は上限は上限は上限は６６６６チームチームチームチームです。参加チームは先着順先着順先着順先着順で決定致しますので、早めのご

提出をよろしくお願い致します。また、１団体からの参加は最大２チームまでです。 

１１１１２２２２....実行委員会企画について実行委員会企画について実行委員会企画について実行委員会企画について    

■二松スター発掘大会 

二松スター発掘大会とは二松学舎大学の学生によるパフォーマンス大会です。発表内容に原則制限は無く時間内

で自由に発表できます。参加を希望する方は別紙「「「「二松二松二松二松スタースタースタースター発掘発掘発掘発掘大会参加申込用紙大会参加申込用紙大会参加申込用紙大会参加申込用紙」」」」を提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 
 

     開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月２日１１月２日１１月２日１１月２日（土）（土）（土）（土）    開催１日開催１日開催１日開催１日目目目目    １５：００～１１５：００～１１５：００～１１５：００～１６６６６：００：００：００：００    

開催場所開催場所開催場所開催場所    中洲記念講堂中洲記念講堂中洲記念講堂中洲記念講堂    

提出資料提出資料提出資料提出資料    「「「「二松二松二松二松スタースタースタースター発掘発掘発掘発掘大会参加申込用紙大会参加申込用紙大会参加申込用紙大会参加申込用紙」」」」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ９９９９月２４日（火月２４日（火月２４日（火月２４日（火）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）（平日のみ）（平日のみ）（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    

 

■クイズ ウルトラマニアック７ 

  専門的で絶対にわからないような問題を出題するクイズ大会を開催致します。事前の申し込みなしでどなたで

も参加できます。優勝者には豪華賞品も用意しておりますので、お気軽に参加して下さい。また、地下１階食堂

前の学園祭実行委員会掲示板にて例題や最新情報を掲載致しますので、ぜひご覧下さい。 

 

  開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月２日１１月２日１１月２日１１月２日（土）（土）（土）（土）    開催１日開催１日開催１日開催１日目目目目    １１：００～１２：００１１：００～１２：００１１：００～１２：００１１：００～１２：００    

開催場所開催場所開催場所開催場所    ２号館４２号館４２号館４２号館４階階階階    体体体体育育育育館館館館    

 

■男子ミスコンテスト 

女装した男子が美しさを競うコンテストです。参加者がポージングやパフォーマンスなどを行い、審査員によ

る評価で二松学舎一美しい男子を決定致します。参加を希望する方は別紙「「「「男男男男子子子子ミミミミススススココココンテスト・ンテスト・ンテスト・ンテスト・女女女女子子子子ミミミミスタースタースタースター

ココココンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」に必要事項を記入し提出して下さい。なお、開催時間の都合上エントリーの受付

を先着６名先着６名先着６名先着６名と致します。 

 

■女子ミスターコンテスト 

男装した女子がなりきり度を競うコンテストです。参加者がパフォーマンスなどを行い、審査員による評価で

二松学舎一かっこいい女子を決定致します。参加を希望する方は別紙「「「「男男男男子子子子ミミミミススススココココンテスト・ンテスト・ンテスト・ンテスト・女女女女子子子子ミミミミスタースタースタースターココココンンンン

テスト参加申し込み用紙」テスト参加申し込み用紙」テスト参加申し込み用紙」テスト参加申し込み用紙」に必要事項を記入し提出して下さい。なお、開催時間の都合上エントリーの受付を先先先先

着着着着５５５５名名名名と致します。 

   

  開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月２日１１月２日１１月２日１１月２日（土）（土）（土）（土）    開催１日開催１日開催１日開催１日目目目目    １２：３０～１４：１０１２：３０～１４：１０１２：３０～１４：１０１２：３０～１４：１０    

開催場所開催場所開催場所開催場所    ２号館４階２号館４階２号館４階２号館４階    体体体体育育育育館館館館    

提出資料提出資料提出資料提出資料    「「「「男男男男子子子子ミミミミススススココココンテスト・ンテスト・ンテスト・ンテスト・女女女女子子子子ミミミミスタースタースタースターココココンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」    

提出期間提出期間提出期間提出期間    ９９９９月２４日（火月２４日（火月２４日（火月２４日（火）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで）～１０月４日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）（平日のみ）（平日のみ）（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    

■注意事項■ 
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■ビンゴ大会 

 創縁祭開催１日目、２日目に中庭でビンゴ大会を開催致します。九段祭ＰＯＰ行ったビンゴ大会よりも景品など

が更にグレードアップしています。ビンゴカードの配布については創縁祭２０１３第３回説明会にてお知らせ致し

ます。是非ご参加下さい！ 

 

■模擬店・文化発表ランキング 

 創縁祭当日に来場者からアンケートを取り、その結果から模擬店部門と文化発表部門のランキングを作成

致します。それぞれの部門で最も優秀な団体を表彰し、賞状と副賞をお渡し致します。 

 

１３１３１３１３....提出資料について提出資料について提出資料について提出資料について    

【全参加団体提出資料】 

・・・・「団体「団体「団体「団体ＰＲＰＲＰＲＰＲサンプル」サンプル」サンプル」サンプル」    

創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３第第第第２２２２回説明回説明回説明回説明会終了後会終了後会終了後会終了後に提出して下さい。    

・・・・「「「「彩輝彩輝彩輝彩輝担当担当担当担当者者者者記記記記入入入入用紙」用紙」用紙」用紙」    

 

【学園祭実行委員会企画】 

・「・「・「・「二松二松二松二松スタースタースタースター発掘発掘発掘発掘大会参加申し込み用紙」大会参加申し込み用紙」大会参加申し込み用紙」大会参加申し込み用紙」    

・・・・「「「「男男男男子子子子ミミミミススススココココンテスト・ンテスト・ンテスト・ンテスト・女女女女子子子子ミミミミスタースタースタースターココココンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」ンテスト参加申し込み用紙」    

    提出期間提出期間提出期間提出期間    ９月２４日（火）～１０月４日（金９月２４日（火）～１０月４日（金９月２４日（火）～１０月４日（金９月２４日（火）～１０月４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    

 

【フロアマップポスター掲示希望団体】 

・「フロアマップポスター希望用紙」・「フロアマップポスター希望用紙」・「フロアマップポスター希望用紙」・「フロアマップポスター希望用紙」    

    提出期間提出期間提出期間提出期間    ９月２４日（火）～１０月１４日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）９月２４日（火）～１０月１４日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）９月２４日（火）～１０月１４日（月）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）９月２４日（火）～１０月１４日（月）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    

    

１４１４１４１４....今後の日程今後の日程今後の日程今後の日程    

９月２４日（火）  第２回模擬店・衛生説明会（１８：４０～ ５０７教室） 

１０月 ４日（金）  資料提出締切日 

１０月１１日（金）  段ボール配布日【柏キャンパス】 

１０月１４日（月）  フロアマップポスター希望用紙提出締切日 

１０月１５日（火）  創縁祭２０１３第３回説明会（１８：４０～ ５０７教室） 

１０月１６日（水）  第３回模擬店・衛生説明会（１８：４０～ ５０７教室） 

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・片付け日 

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 

【運搬希望団体】 

・「運搬申し込み用紙」・「運搬申し込み用紙」・「運搬申し込み用紙」・「運搬申し込み用紙」    

 


