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平成２４年７月７日(土) 

創縁祭２０１２ 第 1 回説明会資料 

１．開催概要 （P.１） 

２．創縁祭参加について （P.２） 

（１）参加方法について （P.２） 

（２）参加費について （P.２） 

（３）企画区分について （P.３） 

（４）団体への連絡について （P.４） 

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．物品の貸し出しについて （P.６） 

６．運搬について （P.６） 

７．ステージ発表について （P.７） 

８．芸能人ライブについて （P.７） 

９．パンフレットについて （P.７） 

１０．提出資料について （P.８） 

１１．今後の予定 （P.８） 

１２．各担当連絡先 （P.９） 
                                          

１．開催概要１．開催概要１．開催概要１．開催概要    

開催日時    １１月３日（土） 開催１日目       １０：００～１７：００ 

         １１月４日（日） 開催２日目       １０：００～１５：００ 

 

団体活動時間  １１月１日（木） 運搬積み込み日          未定 

１１月２日（金） 準備日                    ９：３０～１９：００ 

         １１月３日（土） 開催１日目                ８：００～１９：００ 

         １１月４日（日） 開催２日目                ８：００～２０：００ 

         １１月５日（月） 片付け予備日      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  未定 
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 ２．創縁祭参加について２．創縁祭参加について２．創縁祭参加について２．創縁祭参加について        

（１）（１）（１）（１）参加方法について参加方法について参加方法について参加方法について    

  創縁祭に参加を希望する団体は、別紙の「創縁祭参加申し込み用紙」「創縁祭参加申し込み用紙」「創縁祭参加申し込み用紙」「創縁祭参加申し込み用紙」を提出して下さい。    

    

■■■■創縁祭参加決定までの流れ創縁祭参加決定までの流れ創縁祭参加決定までの流れ創縁祭参加決定までの流れ    

１．創縁祭２０１２第１回説明会に出席し、各参加申し込み用紙を受け取る。 

   ２．企画区分を確認し、団体内でどの企画に参加するかを決める。 

   ３．必要事項を記入した各提出資料を提出する。【１０．提出資料について（P.8）参照】 

 

 

   提出して頂いた資料の審査を行い、審査終了後、学園祭実行委員会から連絡致します。 

企画内容に問題がなければ創縁祭参加決定となります。 

 

   提出書類提出書類提出書類提出書類    「「「「創縁祭参加申し込み用紙創縁祭参加申し込み用紙創縁祭参加申し込み用紙創縁祭参加申し込み用紙」」」」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ７月２０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月２０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月２０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月２０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）（２）（２）（２）参加費について参加費について参加費について参加費について    

  創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭に参加を希望する団体から、参加費としてに参加を希望する団体から、参加費としてに参加を希望する団体から、参加費としてに参加を希望する団体から、参加費として 1000100010001000 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。模擬店参加希望団体、ステー

ジ発表で音響機材の使用を希望する団体からは、参加費に加えそれぞれ中庭模擬店参加費として 5000 円、

室内模擬店参加費として 1000 円、音響機材使用費として 3000 円を徴収致します。尚、複数の企画に参加す

る場合も、創縁祭参加費は一律 1000 円となります。参加費参加費参加費参加費の徴収は、第の徴収は、第の徴収は、第の徴収は、第 2222 回説明会の際に行います。回説明会の際に行います。回説明会の際に行います。回説明会の際に行います。 

 

創縁祭への参加を希望する団体創縁祭への参加を希望する団体創縁祭への参加を希望する団体創縁祭への参加を希望する団体 

            →創縁祭→創縁祭→創縁祭→創縁祭参加費参加費参加費参加費 1000100010001000 円円円円    

    模擬店（中庭テント）模擬店（中庭テント）模擬店（中庭テント）模擬店（中庭テント）への参加を希望する団体への参加を希望する団体への参加を希望する団体への参加を希望する団体    

            →創縁祭→創縁祭→創縁祭→創縁祭参加費参加費参加費参加費 1000100010001000 円＋中庭円＋中庭円＋中庭円＋中庭模擬店参加費模擬店参加費模擬店参加費模擬店参加費 5555000000000000 円＝計円＝計円＝計円＝計 6666000000000000 円円円円    

        模擬店（教室内）への参加を希望する場合模擬店（教室内）への参加を希望する場合模擬店（教室内）への参加を希望する場合模擬店（教室内）への参加を希望する場合    

            →創縁祭→創縁祭→創縁祭→創縁祭参加費参加費参加費参加費 1000100010001000 円＋室内模擬店参加費円＋室内模擬店参加費円＋室内模擬店参加費円＋室内模擬店参加費 1111000000000000 円＝計円＝計円＝計円＝計 2222000000000000 円円円円    

  中洲記念講堂・体育館で音響機材を使用しての発表を希望する団体中洲記念講堂・体育館で音響機材を使用しての発表を希望する団体中洲記念講堂・体育館で音響機材を使用しての発表を希望する団体中洲記念講堂・体育館で音響機材を使用しての発表を希望する団体    

   →創縁祭創縁祭創縁祭創縁祭参加費参加費参加費参加費 1000100010001000 円＋音響機材使用費円＋音響機材使用費円＋音響機材使用費円＋音響機材使用費 3000300030003000 円＝計円＝計円＝計円＝計 4000400040004000 円円円円 

        

パネルの借用についてパネルの借用についてパネルの借用についてパネルの借用について    

借用枚数借用枚数借用枚数借用枚数    追加徴収額追加徴収額追加徴収額追加徴収額    

1 枚～9 枚 1000 円 

10 枚～19 枚 2000 円 

20 枚以上 5000 円 

    

また、パネルの使用を希望する団体は、9 枚まで

の借用で 1000 円、10 枚以上の借用から 2000 円、

20 枚以上の借用から 5000 円をパネル使用費とし

て追加徴収致します。 
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（３（３（３（３）企画区分について）企画区分について）企画区分について）企画区分について    

参加希望団体は以下の４つの企画区分から選んで参加することができます。 

企画の種類によって提出資料が異なります企画の種類によって提出資料が異なります企画の種類によって提出資料が異なります企画の種類によって提出資料が異なります。。。。【１０．提出資料について（P.8）参照】 

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※１つの団体が複数の企画に参加することも可能です。※１つの団体が複数の企画に参加することも可能です。※１つの団体が複数の企画に参加することも可能です。※１つの団体が複数の企画に参加することも可能です。    

※企画の形態・規模によっては各提出資料以外にも企画書など※企画の形態・規模によっては各提出資料以外にも企画書など※企画の形態・規模によっては各提出資料以外にも企画書など※企画の形態・規模によっては各提出資料以外にも企画書などを提出して頂く場合があります。を提出して頂く場合があります。を提出して頂く場合があります。を提出して頂く場合があります。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

二松学舎大学校内を使用する企画です。 

ライブ・演劇・発表・作品展示など、企画ジャンルは多岐にわたります。 

■校内■校内■校内■校内発表企画■発表企画■発表企画■発表企画■    

 

教室内・中庭のテントにて飲食物の販売を行う企画です。 

模擬店企画に参加を希望する団体は、模擬店・衛生説明会に参加をする必要があります。模擬店・衛生説明会に参加をする必要があります。模擬店・衛生説明会に参加をする必要があります。模擬店・衛生説明会に参加をする必要があります。 

 

■■■■模擬店模擬店模擬店模擬店企画■企画■企画■企画■    

 

中洲記念講堂・体育館を使用してライブ・演武・コンテストなどの発表を行う企画です。 

当日設営・撤収などの企画運営を、複数の団体で協力して行います。 

 

■■■■ステージステージステージステージ発表企画■発表企画■発表企画■発表企画■    

 

上記の企画区分に該当しない企画。 

この区分での参加を希望する団体は、「創縁祭参加申し込み用紙」の「２．参加企画区分」

で「その他」を選択し、企画内容の詳細をご記入下さい。 

■その他■■その他■■その他■■その他■    
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（（（（４４４４））））団体への連絡団体への連絡団体への連絡団体への連絡についてについてについてについて    

説明会の日程などの情報は、掲示物・創縁祭公式ホームページ・創縁祭連絡担当者へのメールにてお知

らせします。必ずご確認下さい。 

 

■■■■掲示物（掲示物（掲示物（掲示物（公示・公示・公示・公示・創縁祭情報誌創縁祭情報誌創縁祭情報誌創縁祭情報誌））））    

説明会開催のお知らせなど重要な情報を学校掲示板に貼り出します。 

創縁祭情報誌は学園祭運営に関する情報を更新する毎に発行していきますので、確認をお願い致しま

す。 

 

 

■■■■創縁祭公式創縁祭公式創縁祭公式創縁祭公式ホームページについてホームページについてホームページについてホームページについて    

創縁祭を宣伝するホームページを作成致しました。企画や今後の予定の他にも、説明会の日程など

様々な情報を掲載していきますので、公示・創縁祭情報誌と併せて確認をお願い致します。 

また、説明会資料や別紙資料をダウンロードすることもできます。 

 

ＵＲＬ：ＵＲＬ：ＵＲＬ：ＵＲＬ：http://http://http://http://nishosouensainishosouensainishosouensainishosouensai.web.fc2.com/.web.fc2.com/.web.fc2.com/.web.fc2.com/    

    

    

■■■■電話電話電話電話・メールによる・メールによる・メールによる・メールによる連絡連絡連絡連絡    

「創縁祭「創縁祭「創縁祭「創縁祭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、団体への個別の連絡事項や説明会の日程などをお伝えします。

円滑に情報を伝えるため、創縁祭連絡担当者の方は以下のことについてご協力下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後提出して頂く資料等に記入された個人情報につきましては、創縁祭に関わる活動のみに使用し、そ

れ以外の目的で使用することはありません。 

 

 

 

 

 

◆創縁祭連絡担当者の方は創縁祭参加申し込み用紙に、学園祭実行委員会に必ず連絡の取れる携帯電必ず連絡の取れる携帯電必ず連絡の取れる携帯電必ず連絡の取れる携帯電

話の番号、メールアドレス話の番号、メールアドレス話の番号、メールアドレス話の番号、メールアドレスを記入して下さい。  

◆ドメイン指定、その他何らかの着信を制限する設定を行っている方は、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絡を受信できる状態にしてお

いて下さい。  

◆連絡先の変更があった場合は団体名と創縁祭連絡担当者の名前、変更後の創縁祭連絡担当者の名前

と連絡先を添えて速やかに学園祭実行委員会渉内担当若松までご連絡下さい。 

【１３．各連絡担当者先（P.9）参照】 
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３．３．３．３．教室教室教室教室の貸し出しについての貸し出しについての貸し出しについて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・別館（ブックラウンジ）・ 

3 号館の各教室を貸し出します。    

教室の使用を希望する団体は、「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。 

   発表教室希望用紙の提出後、学園祭実行委員会が各団体の希望を元に調整した上で発表教室を決定致し

ます。 

 

提出書類提出書類提出書類提出書類    「「「「発表発表発表発表教室教室教室教室希望用紙希望用紙希望用紙希望用紙」」」」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ７月２０７月２０７月２０７月２０日（金）昼休み日（金）昼休み日（金）昼休み日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）、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    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．４．４．４．飲食物提供について飲食物提供について飲食物提供について飲食物提供について    

 飲食物の提供には以下の５つの方法があります。提供の方法によって参加方法が異なります。 

   

       ■調理を行う調理を行う調理を行う調理を行う        

       ■封を切って有料で提供する封を切って有料で提供する封を切って有料で提供する封を切って有料で提供する    

       ■封を切らずに封を切らずに封を切らずに封を切らずに有料有料有料有料で提供するで提供するで提供するで提供する    

 

       ■封を切って封を切って封を切って封を切って無無無無料で提供する料で提供する料で提供する料で提供する    

    

       ■封を切らずに無料で提供する封を切らずに無料で提供する封を切らずに無料で提供する封を切らずに無料で提供する    

 

飲食物の封を切って無料で提供する封を切って無料で提供する封を切って無料で提供する封を切って無料で提供する団体の方は、「「「「検便申し込み用紙検便申し込み用紙検便申し込み用紙検便申し込み用紙」」」」を提出して下さい。 

     

提出書類提出書類提出書類提出書類    「「「「検便申検便申検便申検便申しししし込込込込みみみみ用紙用紙用紙用紙」」」」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ７月２０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月２０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月２０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）７月２０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    

 

◆教室には限りがあるので、ご希望に添えないこともあります。その場合、発表教室を折半して頂く

などの措置を執ることがあります。 

◆教室を暗くする団体は、１号館の遮光カーテンのある教室を希望して下さい。 

◆電化製品を使う団体は、「使用する電化製品」と「ワット数」を必ず記入して下さい。「使用する電化製品」と「ワット数」を必ず記入して下さい。「使用する電化製品」と「ワット数」を必ず記入して下さい。「使用する電化製品」と「ワット数」を必ず記入して下さい。記入されて

いない器具の使用はできません。 

◆教室内は火気厳禁です。 

◆室内模擬店を希望する場合は 1 号館の教室を「発表教室希望用紙」に書いて下さい。 

 

■■■■注意事項注意事項注意事項注意事項■■■■    

模擬店・衛生説明会に参加模擬店・衛生説明会に参加模擬店・衛生説明会に参加模擬店・衛生説明会に参加    

「「「「検便申検便申検便申検便申しししし込込込込みみみみ用紙用紙用紙用紙」」」」提出提出提出提出    

特別な申請は不要特別な申請は不要特別な申請は不要特別な申請は不要    
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５．５．５．５．物品の貸し出しについて物品の貸し出しについて物品の貸し出しについて物品の貸し出しについて    

創縁祭の企画で使用する物品の貸し出しを行います。物品の借用を希望する団体は、「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。 

    

提出書類提出書類提出書類提出書類    「「「「物品希望用紙物品希望用紙物品希望用紙物品希望用紙」」」」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ７月２０７月２０７月２０７月２０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    学園祭実学園祭実学園祭実学園祭実行委員会室行委員会室行委員会室行委員会室    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

６．６．６．６．運搬について運搬について運搬について運搬について    

柏キャンパス内に保管してある参加団体の荷物をトラックに積載し九段キャンパスに運搬します。 

運搬を希望する団体は、「創縁祭参加「創縁祭参加「創縁祭参加「創縁祭参加申し込み用紙」申し込み用紙」申し込み用紙」申し込み用紙」の該当項目にご記入下さい。現時点でおおまかな荷

物の量が分かっている場合は、該当項目内の空欄に記入をお願い致します。 

荷物の運搬を希望する団体は原則として、荷物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ずご参加下さい。荷物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ずご参加下さい。荷物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ずご参加下さい。荷物の積み込み作業・積み下ろし作業に必ずご参加下さい。 

運搬の詳しい説明及び希望用紙の提出は第２回説明会で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネルとは、1つの教室を複数団体で折半する際の仕切りや、展示・装飾をするために使用します。 

パネルを使用する団体は、併せてパネル用の脚も借用するようにして下さい。併せてパネル用の脚も借用するようにして下さい。併せてパネル用の脚も借用するようにして下さい。併せてパネル用の脚も借用するようにして下さい。 

■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■    

 

◆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。 

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

◆机、椅子は使用教室に設置してある物を使用して下さい。教室に机、椅子がない場合などの理由で借

用を希望する場合は「物品希望用紙」「物品希望用紙」「物品希望用紙」「物品希望用紙」に記入し提出して下さい。 

◆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場合には借用料とは別に料金を徴収する可能性があります。返却時に破損が見られた場合には借用料とは別に料金を徴収する可能性があります。返却時に破損が見られた場合には借用料とは別に料金を徴収する可能性があります。返却時に破損が見られた場合には借用料とは別に料金を徴収する可能性があります。    

 

■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    

中洲記念講堂と２号館４階（体育館）をステージ発表の場として提供します。 

音響機材を使用する団体は中洲記念講堂での発表となります。音響機材を使用する団体は中洲記念講堂での発表となります。音響機材を使用する団体は中洲記念講堂での発表となります。音響機材を使用する団体は中洲記念講堂での発表となります。    

ステージ発表を希望する場合は「ステージ発表「ステージ発表「ステージ発表「ステージ発表希望用紙」希望用紙」希望用紙」希望用紙」に必要事項を記入し提出して下さい。また、発

表時間・発表場所は希望に添えない場合があります。 

現在、発表時間は最大３０分となります。万一時間があまった場合は均等に割り当てます。 

    

提出書類提出書類提出書類提出書類    「「「「ステージ発表ステージ発表ステージ発表ステージ発表希望用紙希望用紙希望用紙希望用紙」」」」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ７月２０７月２０７月２０７月２０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    

 

   

８８８８．．．．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    

開 催 日：１１月３日(土) 予定  

開催場所：中洲記念講堂 

 

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。芸能人については、事前に行ったアンケート

結果をもとに仲介会社と調整中です。 

ライブ終了後にサイン抽選会なども行う予定です。 

 

    

９９９９．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    

来場者に配布するパンフレットの作成を行います。創縁祭に参加を創縁祭に参加を創縁祭に参加を創縁祭に参加を希望希望希望希望するするするする全全全全てのてのてのての団体団体団体団体は、別紙の「「「「パンパンパンパン

フレット・団体ＰＲ用紙」フレット・団体ＰＲ用紙」フレット・団体ＰＲ用紙」フレット・団体ＰＲ用紙」に必要事項を記入し、提出して下さい。 

なお、複数の企画に参加する団体は参加企画ごとに１枚ずつ提出して下さい。複数の企画に参加する団体は参加企画ごとに１枚ずつ提出して下さい。複数の企画に参加する団体は参加企画ごとに１枚ずつ提出して下さい。複数の企画に参加する団体は参加企画ごとに１枚ずつ提出して下さい。 

不足分の「パンフレット・団体ＰＲ用紙」は創縁祭公式ホームページ・学園祭実行委員会室にて配布致し

ます。 

 

  ■「■「■「■「パンフレット・団体ＰＲ用紙」提出についてパンフレット・団体ＰＲ用紙」提出についてパンフレット・団体ＰＲ用紙」提出についてパンフレット・団体ＰＲ用紙」提出について    

  企画内容によっては、内容を一部変更して頂く場合があります。 

そのため「「「「パンフレット・団体ＰＲ用紙」は審査結果の連絡後に提出して下さい。パンフレット・団体ＰＲ用紙」は審査結果の連絡後に提出して下さい。パンフレット・団体ＰＲ用紙」は審査結果の連絡後に提出して下さい。パンフレット・団体ＰＲ用紙」は審査結果の連絡後に提出して下さい。 

 

提出書類提出書類提出書類提出書類    「「「「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」」」」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ８月１８月１８月１８月１００００日（金）日（金）日（金）日（金）昼休み、４限終了後～昼休み、４限終了後～昼休み、４限終了後～昼休み、４限終了後～１８：３０まで１８：３０まで１８：３０まで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    

   ※夏期休業中の受け取り時間は１２：００～１７：００まで（平日のみ）１２：００～１７：００まで（平日のみ）１２：００～１７：００まで（平日のみ）１２：００～１７：００まで（平日のみ）となります 
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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    

 ◆創縁祭参加団体      ― 創縁祭参加申し込み用紙  

     ― パンフレット・団体 PR 用紙 

◆物品借用希望団体     ― 物品希望用紙 

 

■■■■各企画区分提出資料各企画区分提出資料各企画区分提出資料各企画区分提出資料    

 ◆校内企画参加団体     ― 発表教室希望用紙 

                 検便申し込み用紙 

（教室内で飲食物の封を切って無料提供する団体のみ） 

 ◆模擬店企画参加団体    ― 発表教室希望用紙（室内模擬店のみ） 

                 模擬店・衛生資料各種（模擬店・衛生説明会で配布） 

 ◆ステージ発表企画参加団体 ― ステージ発表希望用紙 

  

   

提出期限提出期限提出期限提出期限    ７月２０７月２０７月２０７月２０日（金）日（金）日（金）日（金）昼休み、４限終了昼休み、４限終了昼休み、４限終了昼休み、４限終了後後後後～～～～１８：３０まで１８：３０まで１８：３０まで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 

    

「「「「パンフパンフパンフパンフレット・団体ＰＲ用紙」レット・団体ＰＲ用紙」レット・団体ＰＲ用紙」レット・団体ＰＲ用紙」    

提出期限提出期限提出期限提出期限    ８月１０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）８月１０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）８月１０日（金）昼休み、４限終了後～１８：３０まで（平日のみ）８月１０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    

   ※夏期休業中の受け取り時間は１２：００～１７：００まで（平日のみ）１２：００～１７：００まで（平日のみ）１２：００～１７：００まで（平日のみ）１２：００～１７：００まで（平日のみ）となります 

 

※団体名団体名団体名団体名、代表者と連絡担当者、代表者と連絡担当者、代表者と連絡担当者、代表者と連絡担当者の電話番号、メールアドレスを必ず記入して下さいの電話番号、メールアドレスを必ず記入して下さいの電話番号、メールアドレスを必ず記入して下さいの電話番号、メールアドレスを必ず記入して下さい。。。。 

住所は夏期休業中に第２回説明会資料を配付することのみに使用し、他の目的では使用致しません。 

 

    

１１１１１１１１．今後の予定．今後の予定．今後の予定．今後の予定    

７月 ７日（土）  第１回説明会【九段キャンパス】 

７月２０日（金）  提出資料提出〆切 

８月１０日（金）  「パンフレット・団体ＰＲ用紙」提出〆切 

８月 中旬     書類発送 

９月１５日（土）  第２回説明会【九段キャンパス】 

１０月 中旬    第３回説明会【九段キャンパス】 

１１月１日（木）  運搬物積み込み【柏キャンパス】 

１１月２日（金）   準備日 【九段キャンパス】 

１１月３日（土）  開催１日目 【九段キャンパス】 

１１月４日（日）   開催２日目 【九段キャンパス】 

１１月５日（月）   片付け予備日（運搬物積み下ろし）【柏キャンパス】 
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１２１２１２１２．各担当．各担当．各担当．各担当連絡先連絡先連絡先連絡先    

  何かご意見・ご質問などがありましたら、以下の連絡担当までご連絡下さい。 

団体への個別の連絡事項はメールでお伝えします。その際、参加申し込み用紙に記入された連絡先(電話番

号・メールアドレス)を使用しますので、変更される場合は学園祭実行委員会渉内担当若松まで速やかにお

知らせ下さい。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

   

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

上記以外のことで、何かありましたら、以下の連絡先までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室割り担当：利根川舞 運搬担当：鈴木新 

広報担当：加藤優 

渉内担当：若松郁 

衛生担当：足達史歩 

ステージ担当：米川博貴 物品用品担当：金原和眞 

blue-life@i.softbank.jp 

y-line55@ezweb.ne.jp i.need.radwimps_moshimo@ezweb.ne.jp 

keep_on_lovin_you.by_sheep@ezweb.ne.jp white27.realize-allforone@ezweb.ne.jp 

fumiwstar@docomo.ne.jp 

your_song_m423@docomo.ne.jp 


