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平成２５年１０月１５日（火） 

創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭２２２２０１３０１３０１３０１３    第第第第３３３３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.情報発信について（P.２） 

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.４） 

８.宣伝について（P.５） 

９.彩輝について（P.６） 

１０.芸能人ライブについて（P.６） 

１１.実行委員会企画について（P.６） 

１２.開催中の諸注意（P.７） 

１３.最終説明会・大反省会について（P.８） 

１４.今後の日程（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） 運搬物積み込み日    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） 運搬物積み下ろし日   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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２．２．２．２．情報発信情報発信情報発信情報発信についてについてについてについて    

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。 

 

           

                         

 

 

 

 

 

■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 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。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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/ 

◆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） 

※パンフレット団体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。 

提出締切提出締切提出締切提出締切    １０月３１日（木）１０月３１日（木）１０月３１日（木）１０月３１日（木） 
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３．教室の貸し出しについて３．教室の貸し出しについて３．教室の貸し出しについて３．教室の貸し出しについて    

発表教室・展示教室を決定致しました。別紙「創縁祭２０１３教室・校内スペース団体一覧〈決定版〉」「創縁祭２０１３教室・校内スペース団体一覧〈決定版〉」「創縁祭２０１３教室・校内スペース団体一覧〈決定版〉」「創縁祭２０１３教室・校内スペース団体一覧〈決定版〉」をご確

認下さい。なお、発表教室・展示教室の変更はできません発表教室・展示教室の変更はできません発表教室・展示教室の変更はできません発表教室・展示教室の変更はできません。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

■当日の活動終了後について 

準備日、１日目、２日目の団体活動終了後、渉内担当茶原まで必ず連絡し、渉内担当茶原まで必ず連絡し、渉内担当茶原まで必ず連絡し、渉内担当茶原まで必ず連絡し、学園祭学園祭学園祭学園祭実行委員実行委員実行委員実行委員会会会会の確認を受けの確認を受けの確認を受けの確認を受け

てから解散てから解散てから解散てから解散して下さい。して下さい。して下さい。して下さい。    

 

 

 

 

 

 

 

４．模擬店について４．模擬店について４．模擬店について４．模擬店について    

■検便について 

   検便を行ったすべての団体に検査結果を連絡致します。なお、検査結果と併せて、検便再提出の日程や該当

者を連絡致します。 
 

  ◆１０月７日（月）検便予備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（金）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 

 

■第３回模擬店・衛生説明会 

   創縁祭当日に関する詳細をお知らせ致します。模擬店参加団体は必ず出席して下さい。模擬店参加団体は必ず出席して下さい。模擬店参加団体は必ず出席して下さい。模擬店参加団体は必ず出席して下さい。 
 

開催日時開催日時開催日時開催日時    １０月１６日（水）１０月１６日（水）１０月１６日（水）１０月１６日（水）    １８：４０～１８：４０～１８：４０～１８：４０～    （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１号館１号館１号館    ５０７教室５０７教室５０７教室５０７教室    

◆３号館内の壁には装飾物を貼らないで下さい３号館内の壁には装飾物を貼らないで下さい３号館内の壁には装飾物を貼らないで下さい３号館内の壁には装飾物を貼らないで下さい。。。。 

◆飲食物を持ち込むことはできますが、絨毯を汚さないで下さい。 

■３号館使用上の諸注意■■３号館使用上の諸注意■■３号館使用上の諸注意■■３号館使用上の諸注意■    

 

◆教室の机は絶対に積み重ねないで下さい。教室の机は絶対に積み重ねないで下さい。教室の机は絶対に積み重ねないで下さい。教室の机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下さい。養生テープを使用して下さい。養生テープを使用して下さい。養生テープを使用して下さい。なお、学園祭実行委員会で養生テープ学園祭実行委員会で養生テープ学園祭実行委員会で養生テープ学園祭実行委員会で養生テープ

の貸し出しは行いませんの貸し出しは行いませんの貸し出しは行いませんの貸し出しは行いません。。。。    

◆検便を行った団体のみ発表教室で電気ポットを使用できます。電気ポットを使用する際は、専用専用専用専用

の洗浄剤で電気ポットを洗浄し、ミネラルウォーターを使用して下さい。の洗浄剤で電気ポットを洗浄し、ミネラルウォーターを使用して下さい。の洗浄剤で電気ポットを洗浄し、ミネラルウォーターを使用して下さい。の洗浄剤で電気ポットを洗浄し、ミネラルウォーターを使用して下さい。    

◆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いないもの封を切っていないもの封を切っていないもの封を切っていないものを提供して下さい。 

■■■■注意事項注意事項注意事項注意事項■■■■ 
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５５５５....物品について物品について物品について物品について    

物品の集積及び配布作業のタイムスケジュールを決定致しました。別紙「創縁祭２０１３物品タイムスケジュー「創縁祭２０１３物品タイムスケジュー「創縁祭２０１３物品タイムスケジュー「創縁祭２０１３物品タイムスケジュー

ル」ル」ル」ル」をご確認下さい。 
 

■机・椅子の集積について 

机・椅子の集積及び配布はすべて６階で行います。別紙「創縁祭２０１３物品タイムスケジュール」「創縁祭２０１３物品タイムスケジュール」「創縁祭２０１３物品タイムスケジュール」「創縁祭２０１３物品タイムスケジュール」をご確

認下さい。なお、団体ごとに集積の個数及び配布時間が異なります。 
 

■パネルについて 

            レンタルパネルと大学所有パネルの２種類をご用意致します。別紙「創縁祭２０１３物品借用一覧「創縁祭２０１３物品借用一覧「創縁祭２０１３物品借用一覧「創縁祭２０１３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。なお、レンタルパネルと大学所有パネルは配布場所が異なります。また、レンタルパネルをレンタルパネルをレンタルパネルをレンタルパネルを

借用する借用する借用する借用する団体は団体は団体は団体はレンタルパネルの積み下ろし及び積み込みレンタルパネルの積み下ろし及び積み込みレンタルパネルの積み下ろし及び積み込みレンタルパネルの積み下ろし及び積み込み作業に作業に作業に作業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。    

    

     

◆物品の追加借用や変更はできません。物品の追加借用や変更はできません。物品の追加借用や変更はできません。物品の追加借用や変更はできません。 

◆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。 

◆借用の希望があった以外の不要な机と椅子を６階で集積致します。その他教室の備品は集積できませんその他教室の備品は集積できませんその他教室の備品は集積できませんその他教室の備品は集積できません。。。。    

◆３号館での机・椅子の集積及び貸し出しは原則行いません。 

◆借用物品は細心の注意を払って使用して下さい。返却時に破損及び紛失が見られた際は弁償して頂く場合が返却時に破損及び紛失が見られた際は弁償して頂く場合が返却時に破損及び紛失が見られた際は弁償して頂く場合が返却時に破損及び紛失が見られた際は弁償して頂く場合が    

あります。あります。あります。あります。    

◆物品の借用を希望している団体は準備及び片付け作業に参加して物品の借用を希望している団体は準備及び片付け作業に参加して物品の借用を希望している団体は準備及び片付け作業に参加して物品の借用を希望している団体は準備及び片付け作業に参加して頂きます。頂きます。頂きます。頂きます。 

◆物品の配布及び回収の時間を物品の配布及び回収の時間を物品の配布及び回収の時間を物品の配布及び回収の時間を厳守して下さい。厳守して下さい。厳守して下さい。厳守して下さい。    

◆借用物品に貼られている養生テープは片付けの際に使用致しますので、絶対に剥がさないで絶対に剥がさないで絶対に剥がさないで絶対に剥がさないで下さい。下さい。下さい。下さい。 

 

６６６６．運搬について．運搬について．運搬について．運搬について 

運搬タイムスケジュールの時間に変更があります。運搬を希望している団体は、別紙「「「「創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３運搬タイ運搬タイ運搬タイ運搬タイ

ムスケジュールムスケジュールムスケジュールムスケジュール〈訂正〈訂正〈訂正〈訂正版〉版〉版〉版〉」」」」を必ずご確認下さい。なお、運搬物の追加や変更運搬物の追加や変更運搬物の追加や変更運搬物の追加や変更などはできませんなどはできませんなどはできませんなどはできません。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

 

７．ステージ発表について７．ステージ発表について７．ステージ発表について７．ステージ発表について    

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

をご確認下さい。音響機材は１１月２日（土）開催１日目に中洲記念講堂のみで使用できます。当日は集合時間及集合時間及集合時間及集合時間及

び発表時間を厳守して下さい。び発表時間を厳守して下さい。び発表時間を厳守して下さい。び発表時間を厳守して下さい。なお、急な変更などがある場合はステージ担当藤沼までご連絡下さい。 
    

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    

 

◆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及びは柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み及びは柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み及びは柏キャンパス・九段キャンパスでの積み込み及び積み下ろし作業に必ず参加して下さ積み下ろし作業に必ず参加して下さ積み下ろし作業に必ず参加して下さ積み下ろし作業に必ず参加して下さ

い。い。い。い。 

◆運搬中に生じた荷物の破損などのトラブルについては学園祭実行委員会では責任を負いかねます。 

◆壊れやすいものは各団体で運搬して下さい。 

◆使用する段ボールには必ず必ず必ず必ず団体名を記入団体名を記入団体名を記入団体名を記入して下さい。 

◆事前に申請した荷物以外は運搬できません。 

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    



5 

８．８．８．８．宣伝について宣伝について宣伝について宣伝について    

■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。 

 

押印期限押印期限押印期限押印期限    １０月２５日（金）１０月２５日（金）１０月２５日（金）１０月２５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）    

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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■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チラシには学園祭実行委員チラシには学園祭実行委員チラシには学園祭実行委員

会印が必要になります。会印が必要になります。会印が必要になります。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。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。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。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。 

 

押印期限押印期限押印期限押印期限    １０月２５日（金）１０月２５日（金）１０月２５日（金）１０月２５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）    

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フロアマップポスター「創縁祭２０１３フロアマップポスター「創縁祭２０１３フロアマップポスター「創縁祭２０１３フロアマップポスター

希望用紙」希望用紙」希望用紙」希望用紙」は学園祭実行委員会で回収し、フロアマップに掲示致します。なお、「創縁祭２０１３フロアマッ「創縁祭２０１３フロアマッ「創縁祭２０１３フロアマッ「創縁祭２０１３フロアマッ

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

提出期限提出期限提出期限提出期限    １０月１８日（金）１０月１８日（金）１０月１８日（金）１０月１８日（金）    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（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    

    

◆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） 

◆諸注意 

・ポスターのサイズはポスターのサイズはポスターのサイズはポスターのサイズは全全全全団体団体団体団体ＡＡＡＡ４サイズです。４サイズです。４サイズです。４サイズです。    

・各参加団体の掲示枚数は最大最大最大最大１０１０１０１０枚枚枚枚までまでまでまでとなります。 

・掲示する際は、模模模模造造造造紙からはみ出さない紙からはみ出さない紙からはみ出さない紙からはみ出さないようようようようにして下さい。にして下さい。にして下さい。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。糊糊糊糊やややや画鋲画鋲画鋲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。 
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９．彩輝について９．彩輝について９．彩輝について９．彩輝について    

彩輝担当者のタイムスケジュールを決定致しました。別紙｢｢｢｢創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３創縁祭２０１３彩輝彩輝彩輝彩輝担当担当担当担当者者者者タイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュール｣｣｣｣にて

活動内容と集合場所、集合時間をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．芸能人ライブについて１０．芸能人ライブについて１０．芸能人ライブについて１０．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。当日、入場の際に本人確認を行う場合があります。 

 

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日目開催２日目開催２日目開催２日目    １１：３０～（開場１１１１：３０～（開場１１１１：３０～（開場１１１１：３０～（開場１１：００）：００）：００）：００）    

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１号館１号館１号館    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    井上麻里奈、小林ゆう井上麻里奈、小林ゆう井上麻里奈、小林ゆう井上麻里奈、小林ゆう    

    

 

 

 

 

 

 

 

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。 

    

１１１１１１１１....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。来場者も先着で審査員として参加して頂けます。 
 

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    １５：００～１６：００１５：００～１６：００１５：００～１６：００１５：００～１６：００    

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１号館１号館１号館    中洲中洲中洲中洲記記記記念講堂念講堂念講堂念講堂    

    

◆彩輝担当者は別紙「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タイムスケジュール」タイムスケジュール」タイムスケジュール」タイムスケジュール」に記載されている集合時間の５集合時間の５集合時間の５集合時間の５分前分前分前分前に

指定の場所に集合して下さい。 

◆彩輝担当者を変更する場合や当日彩輝担当者が欠席する場合などは各団体で代理を選出し、その旨を速やか

に彩輝彩輝彩輝彩輝担当担当担当担当茶原まで茶原まで茶原まで茶原までごごごご連絡下さい。連絡下さい。連絡下さい。連絡下さい。 

◆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タイムスケジュール」タイムスケジュール」タイムスケジュール」タイムスケジュール」に記載されている彩輝活動時間を超過することはあ

りません。 

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    

 

◆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 

販売開始日 １０月２０日（日）１０：００～ 

※チケットチケットチケットチケットのののの購購購購入は１名に入は１名に入は１名に入は１名につつつつき２き２き２き２枚枚枚枚までです。までです。までです。までです。 

※オンラインチケット販売システム（ｅ＋）にて受け付けます。 

※当日券の販売は一切行いません。 

■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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■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。事前の申し込みなどはなく、

当日どなたでも参加できます。優勝者には豪華賞品を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階学生ラウンジ前に設置されている創縁祭掲示板に例題や最新情報を掲載しております。 
 

   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    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    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 

景景景景        品品品品    東京ディ東京ディ東京ディ東京ディズズズズニニニニーーーーリゾリゾリゾリゾートペアチケットートペアチケットートペアチケットートペアチケット    などなどなどなど    

    

■ビンゴ大会 

  昨年の創縁祭で行ったビンゴ大会よりも景品を豪華にしました。最終説明会にてビンゴカードを配布致しま

すので「創縁祭２０１３「創縁祭２０１３「創縁祭２０１３「創縁祭２０１３ビビビビンンンンゴカゴカゴカゴカーーーードドドド・・・・仮仮仮仮装装装装許可証許可証許可証許可証枚数枚数枚数枚数希望希望希望希望用紙」用紙」用紙」用紙」にビンゴカードの希望枚数を記入して提出

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））））    １２１２１２１２：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０    

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    中庭中庭中庭中庭    

景景景景        品品品品    ＷＷＷＷiiiiiiii    ＵＵＵＵ などなどなどなど 
 

■創縁巡りは大丈夫！？ 創縁じゃらんまっぷ 

   創縁祭のオススメの巡り方をまとめました！最終説明会にて冊子を配布致しますので、是非ご利用下さい。 

 

■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大反省会で表彰し、賞状と副賞をお渡し致します。 
    

■Throwing Ball 

得点に応じて景品をお渡しする玉入れを１号館地下１階学生ラウンジで行います。お近くにお立ち寄りの際

は是非お越し下さい。 

    

■ひよ神社 

恋愛運、金運、健康運など、どんな願いでも叶えてくれるひよ神を祀った「ひよ神社」が今年も１号館中２

階に登場します。おみくじや絵馬など、ひよ神が今年も大活躍です！ 

 

 ■募金活動 ～想いを東北へ～ 

   創縁祭開催中、募金活動を行います。頂いた募金は、東日本大震災の復興支援のために、現地密着型の復興

支援団体「遠野まごころネット(http://tonomagokoro.net/)」へ寄付させて頂きます。 
    

            実実実実施施施施場所場所場所場所    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１号館１号館１号館    受付、受付、受付、受付、総総総総合合合合案案案案内所内所内所内所、、、、ひよ神社ひよ神社ひよ神社ひよ神社    

    

１２．開催中の諸注意１２．開催中の諸注意１２．開催中の諸注意１２．開催中の諸注意 

■エレベーターについて 

開催中の１号館エレベーターの停止階は地地地地下３階、下３階、下３階、下３階、地地地地下１階、３階、５階、７階、１０階、１３階下１階、３階、５階、７階、１０階、１３階下１階、３階、５階、７階、１０階、１３階下１階、３階、５階、７階、１０階、１３階です。 

準備日と開催２日目の片付けの際は全階に停止致します。なお、教教教教職職職職員員員員用用用用エエエエレレレレベベベベーターは使用禁止です。ーターは使用禁止です。ーターは使用禁止です。ーターは使用禁止です。    
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■当日の飲酒について 

◆模擬店での購入及び販売は１回に１回に１回に１回につつつつきききき１１１１人人人人２２２２杯杯杯杯までまでまでまでです。 

◆校舎校舎校舎校舎内内内内へへへへのののの酒類酒類酒類酒類のののの持ち持ち持ち持ち込みは禁止込みは禁止込みは禁止込みは禁止です。なお、外外外外部部部部店店店店舗舗舗舗からのからのからのからの酒類酒類酒類酒類のののの持ち持ち持ち持ち込みも禁止です。込みも禁止です。込みも禁止です。込みも禁止です。 

◆◆◆◆模擬店参加模擬店参加模擬店参加模擬店参加者者者者はははは飲酒飲酒飲酒飲酒厳禁です。厳禁です。厳禁です。厳禁です。 

 

■喫煙について 

大学敷地内は全面全面全面全面禁禁禁禁煙煙煙煙です。準備日から１号館・１号館・１号館・１号館・非常非常非常非常階段階段階段階段脇脇脇脇の掲示の掲示の掲示の掲示板裏板裏板裏板裏がががが臨臨臨臨時時時時喫煙喫煙喫煙喫煙スペーススペーススペーススペースとなります。 

 

■地下食堂・自動販売機について 

地地地地下下下下食堂食堂食堂食堂及び及び及び及び敷地敷地敷地敷地内の内の内の内の自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機は使用できません。は使用できません。は使用できません。は使用できません。飲食物をお求めの際は、模擬店をご利用下さい。 

 

 ■ゴミについて 

創縁祭当日、朝の渉内見回りにて団体にゴミ袋を２枚配布致します。なお、ゴミの分別種類は可燃可燃可燃可燃ゴゴゴゴミミミミ、、、、    

不燃不燃不燃不燃ゴゴゴゴミミミミ、、、、缶缶缶缶・・・・ビビビビン、ペットン、ペットン、ペットン、ペットボボボボトルトルトルトルのののの全全全全４４４４種類種類種類種類です。    

 

回収時間回収時間回収時間回収時間    １日１日１日１日目目目目    １７：００１７：００１７：００１７：００～１８：００～１８：００～１８：００～１８：００    

２日２日２日２日目目目目    １５：０１５：０１５：０１５：００～１６：０００～１６：０００～１６：０００～１６：００    

回収場所回収場所回収場所回収場所    地地地地下下下下駐車駐車駐車駐車場場場場    

 

■怪我人の対応について 

            創縁祭当日に怪我をされた方には、学内生、一般来場者を問わず保険が適用されます。怪我をした場合も

しくは怪我をされた方を見かけた場合、おおおお近くの学園祭実行委員まで近くの学園祭実行委員まで近くの学園祭実行委員まで近くの学園祭実行委員まで速速速速やかにやかにやかにやかにお知お知お知お知らせ下さい。らせ下さい。らせ下さい。らせ下さい。 

 

■仮装について 

仮装をして宣伝や活動を行う際は、学内生であることの証明になる仮仮仮仮装装装装許可証許可証許可証許可証が必要となります。が必要となります。が必要となります。が必要となります。最終説明

会にて仮装許可証を配布致します。当日は仮装許可証を携帯して下さい。仮装許可証が必要な団体は「「「「創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭

２０１３２０１３２０１３２０１３ビビビビンンンンゴカゴカゴカゴカーーーードドドド・・・・仮仮仮仮装装装装許可証許可証許可証許可証枚数枚数枚数枚数希望用紙希望用紙希望用紙希望用紙」」」」に仮装許可証の希望枚数を記入して提出して下さい。 
    
    

    

    

    

    

    

 

    

１３１３１３１３．最終説明会・大反省会について．最終説明会・大反省会について．最終説明会・大反省会について．最終説明会・大反省会について 

■最終説明会 

最終説明会を含めた決起集会を行います。創縁祭終了後に提出して頂く書類などの配布がありますので、各各各各

団体２名団体２名団体２名団体２名以以以以上で必ず参加して下さい。上で必ず参加して下さい。上で必ず参加して下さい。上で必ず参加して下さい。 
    

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月１日（金１１月１日（金１１月１日（金１１月１日（金）１６：００～）１６：００～）１６：００～）１６：００～    （受付（受付（受付（受付    １５：４０１５：４０１５：４０１５：４０～）～）～）～）    

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１号館１号館１号館    中洲中洲中洲中洲記記記記念講堂念講堂念講堂念講堂    

    

 

◆モデルガン、エアガン、刀剣などは持ち込み禁止です。 

◆大きな衣装やボディラインから大きくはみ出す装飾物を身につけることは禁止です。 

◆露出度の高い衣装は禁止です。 

◆撮影撮影撮影撮影会は他の会は他の会は他の会は他のお客様お客様お客様お客様のののの迷惑迷惑迷惑迷惑になるたになるたになるたになるためめめめ禁止禁止禁止禁止です。 

◆着替え着替え着替え着替えをををを目的目的目的目的としたとしたとしたとしたトイレの使用は禁止トイレの使用は禁止トイレの使用は禁止トイレの使用は禁止です。着替えは部室や当日使用する教室で行って下さい。 

■■■■注意事項注意事項注意事項注意事項■■■■ 
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■大反省会 

創縁祭全体の反省会を行います。模擬店・文化発表ランキングの結果発表や来年の活動に関わる資料を配布

致します。各各各各団体２名団体２名団体２名団体２名以以以以上で必ず参加して下さい。上で必ず参加して下さい。上で必ず参加して下さい。上で必ず参加して下さい。なお、創縁祭開催中の写真をインターネット上の写真共有

サービスを利用して創縁祭参加団体に提供する予定です。詳しい内容は大反省会にてお知らせ致します。 

    

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月１１１月１１１月１１１月１８日（月８日（月８日（月８日（月）１８：４）１８：４）１８：４）１８：４０～０～０～０～    （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１号館１号館１号館    ４０３教室４０３教室４０３教室４０３教室    

    

１４１４１４１４....今後の日程今後の日程今後の日程今後の日程    

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

１０月１８日（金）  フロアマップポスター希望用紙提出締切 

１０月２５日（金）  ポスター・チラシ押印期間締切 

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（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 ４日（月）  運搬物積み下ろし作業【柏キャンパス】 

１１月１８日（月）  大反省会（１８：４０～ ４０３教室） 


