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平成２４年１０月１５日（月） 

創縁祭２０１２ 第３回説明会資料 

１．開催概要１．開催概要１．開催概要１．開催概要    

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）パネル使用費パネル使用費パネル使用費パネル使用費についてについてについてについて    

（２）（２）（２）（２）情報開示方法情報開示方法情報開示方法情報開示方法についてについてについてについて    

３．模擬店について３．模擬店について３．模擬店について３．模擬店について    

４．４．４．４．発表教室・展示教室の貸し出しについて発表教室・展示教室の貸し出しについて発表教室・展示教室の貸し出しについて発表教室・展示教室の貸し出しについて    

５．物品の貸し出しについて５．物品の貸し出しについて５．物品の貸し出しについて５．物品の貸し出しについて    

６．６．６．６．ステージについてステージについてステージについてステージについて    

７．７．７．７．運搬について運搬について運搬について運搬について    

８．校内装飾について８．校内装飾について８．校内装飾について８．校内装飾について    

９．芸能人ライブについて９．芸能人ライブについて９．芸能人ライブについて９．芸能人ライブについて    

１０．彩輝について１０．彩輝について１０．彩輝について１０．彩輝について    

１１．実行委員会企画について１１．実行委員会企画について１１．実行委員会企画について１１．実行委員会企画について    

１２．最終説明会・大反省会について１２．最終説明会・大反省会について１２．最終説明会・大反省会について１２．最終説明会・大反省会について    

１３．今後の予定１３．今後の予定１３．今後の予定１３．今後の予定    

１４．各担当者連絡先１４．各担当者連絡先１４．各担当者連絡先１４．各担当者連絡先    

                                          

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     １６：３０～１７：３０ 

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

         １１月３日（土） 開催１日目                ９：００～１９：００（※） 

         １１月４日（日） 開催２日目（片付け日）    ９：００～２０：００（※） 

         １１月５日（月） 運搬積み下ろし     １６：３０～１８：００ 

※模擬店参加団体は開始時間が異なります。 

 

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    梅にうぐいす、一和（いっか）の縁    

コンセプト 梅とうぐいす（良い取り合わせのたとえ）のような良い出会いを通してたくさんの一和（ひとつ

にまとまって円満な様）を作ろうという思いを込めました。 
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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）パネル使用費パネル使用費パネル使用費パネル使用費についてについてについてについて    

  第第第第３３３３回説明会終了後、回説明会終了後、回説明会終了後、回説明会終了後、パネルを借用している団体パネルを借用している団体パネルを借用している団体パネルを借用している団体はははは使用費を使用費を使用費を使用費を徴収致します。徴収致します。徴収致します。徴収致します。以下の表を参照し、お釣りの無

いようにお願い致します。 

また、参加費未払いの団体も第３回説明会終了後、参加費を徴収致します。    

    

パネル借用枚数パネル借用枚数パネル借用枚数パネル借用枚数    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 

 

（２）（２）（２）（２）情報開示方法について情報開示方法について情報開示方法について情報開示方法について    

以下の方法で各団体への連絡を行います。必ずご確認下さい。 

  ◆創縁祭お知らせ掲示板（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 

  ◆創縁祭公式ホームページ・公式ツイッター・公式ブログ 

  ◆学園祭実行委員会からのメール 

 

※創縁祭公式ホームページ・創縁祭情報誌には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

載しております。また、創縁祭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出来

ます。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

創縁祭公式ホームページ創縁祭公式ホームページ創縁祭公式ホームページ創縁祭公式ホームページ    

http://nishosouensai.web.fc2.com/http://nishosouensai.web.fc2.com/http://nishosouensai.web.fc2.com/http://nishosouensai.web.fc2.com/    

創縁祭公式ツイッター創縁祭公式ツイッター創縁祭公式ツイッター創縁祭公式ツイッター    

https://twitter.com/intent/user?screen_name=souen135https://twitter.com/intent/user?screen_name=souen135https://twitter.com/intent/user?screen_name=souen135https://twitter.com/intent/user?screen_name=souen135    
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◎参加団体の宣伝について◎参加団体の宣伝について◎参加団体の宣伝について◎参加団体の宣伝について    

創縁祭公式ホームページ・創縁祭情報誌には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までご連絡下さい。 

なお、掲載する内容は提出して頂いた「パンフレット・団体 PR 用紙」を使用致します。 

    

ホームページ掲載提出期限ホームページ掲載提出期限ホームページ掲載提出期限ホームページ掲載提出期限    １０月３１日（水）１０月３１日（水）１０月３１日（水）１０月３１日（水）    

創縁祭情報紙掲載期限創縁祭情報紙掲載期限創縁祭情報紙掲載期限創縁祭情報紙掲載期限    １０月２０日（土）１０月２０日（土）１０月２０日（土）１０月２０日（土）    

    

 

 

 

３．３．３．３．模擬店について模擬店について模擬店について模擬店について    

 中庭にテントを設置し飲食物を販売する場と、教室内で飲食物を販売する場を提供致します。 

    

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月３日（土）１０：００～１６：００１１月３日（土）１０：００～１６：００１１月３日（土）１０：００～１６：００１１月３日（土）１０：００～１６：００    

１１月４日（日）１０：００～１４：００１１月４日（日）１０：００～１４：００１１月４日（日）１０：００～１４：００１１月４日（日）１０：００～１４：００    

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    中庭・教室中庭・教室中庭・教室中庭・教室    

 

模擬店を出店する団体は第３回模擬店・衛生説明会第３回模擬店・衛生説明会第３回模擬店・衛生説明会第３回模擬店・衛生説明会に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    １０月１６日（火）１０月１６日（火）１０月１６日（火）１０月１６日（火）１８：４１８：４１８：４１８：４０～０～０～０～    

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    ２０２２０２２０２２０２教室教室教室教室    

    

◎◎◎◎検便について検便について検便について検便について    

提出して頂いた検便を分析会社に郵送し、検査を実施致しました。陽性反応が出た場合の再提出などについて

は、衛生連絡担当足達よりご連絡致します。 

 検便を行わなかった方は、テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入り、及び実際の調理、テ検便を行わなかった方は、テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入り、及び実際の調理、テ検便を行わなかった方は、テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入り、及び実際の調理、テ検便を行わなかった方は、テント内・仮設調理場・仮設洗い場・地下食堂への立ち入り、及び実際の調理、テ

ント付近での呼び込み等、模擬店営業に関わる全ての行為への参加を禁止致します。ント付近での呼び込み等、模擬店営業に関わる全ての行為への参加を禁止致します。ント付近での呼び込み等、模擬店営業に関わる全ての行為への参加を禁止致します。ント付近での呼び込み等、模擬店営業に関わる全ての行為への参加を禁止致します。    

 

 

◆宛先：souen135＠yahoo.co.jp 

◆件名：団体名（正式名称） 

◆本文：創縁祭で具体的に何を行うのかを簡潔な文章で（冊子配布・作品展示など） 

 

※すでに提出して頂いた内容とは別のものを使用したい場合、以上の内容と一緒に、宣伝に使用し

たい文章・イラストを提出して下さい。 

◆本文：団体の紹介（７０字程度） 

◆添付ファイル：掲載する際のＰＲイラスト（.jpg） 
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４．発表教室・展示教室の貸し出しについて４．発表教室・展示教室の貸し出しについて４．発表教室・展示教室の貸し出しについて４．発表教室・展示教室の貸し出しについて    

発表教室・展示教室の決定版が完成致しました。別紙の「教室・校内スペース団体一覧「教室・校内スペース団体一覧「教室・校内スペース団体一覧「教室・校内スペース団体一覧決定版決定版決定版決定版」」」」をご確認下さ

い。これ以降、発表教室・展示教室の変更は致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

◎当日の飲酒について◎当日の飲酒について◎当日の飲酒について◎当日の飲酒について    

◆飲酒は１人２杯までとさせて頂きます。 

◆校舎校舎校舎校舎内への酒類の持ち込みは禁止内への酒類の持ち込みは禁止内への酒類の持ち込みは禁止内への酒類の持ち込みは禁止ですですですです。。。。外部からの酒類の持ち込みも禁止です。 

◆◆◆◆模擬店参加者は飲酒厳禁模擬店参加者は飲酒厳禁模擬店参加者は飲酒厳禁模擬店参加者は飲酒厳禁ですですですです。。。。 

    

◎エレベーターの停止階について◎エレベーターの停止階について◎エレベーターの停止階について◎エレベーターの停止階について    

  開催中は停止階を地下３階、地下１階、２階、地下３階、地下１階、２階、地下３階、地下１階、２階、地下３階、地下１階、２階、３階、３階、３階、３階、５階、７階、１０階、１３階５階、７階、１０階、１３階５階、７階、１０階、１３階５階、７階、１０階、１３階に設定しています。    

 また、準備日と２日目の片付け時間は全階に停止致します。 

    

５．物品の貸し出しについて５．物品の貸し出しについて５．物品の貸し出しについて５．物品の貸し出しについて    

        「物品借用一覧」「物品借用一覧」「物品借用一覧」「物品借用一覧」と「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」が完成致しました。借用数に間違いがないか確認して下さ

い。なお、今後物品の借用数の変更は出来ません。 

 

◎机・椅子の回収、貸し出しについて◎机・椅子の回収、貸し出しについて◎机・椅子の回収、貸し出しについて◎机・椅子の回収、貸し出しについて    

１号館６階に教室の机・椅子を回収、貸し出しするスペースを設けました。「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」をご

確認の上、机・椅子を運んで下さい。６階から机・椅子を６階から机・椅子を６階から机・椅子を６階から机・椅子を借用した借用した借用した借用した団体は団体は団体は団体は、、、、必ず６階に戻して下さい。必ず６階に戻して下さい。必ず６階に戻して下さい。必ず６階に戻して下さい。 

◆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。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の貸し学園祭実行委員会で養生テープの貸し学園祭実行委員会で養生テープの貸し学園祭実行委員会で養生テープの貸し

出しは行っておりません。出しは行っておりません。出しは行っておりません。出しは行っておりません。 

◆発表教室で電気ポットを使用する際は、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。用して下さい。用して下さい。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。 

◆電化製品のワット数に変更がありましたら、１０月２０日（土）までに教室割り担当利根川までご連絡電化製品のワット数に変更がありましたら、１０月２０日（土）までに教室割り担当利根川までご連絡電化製品のワット数に変更がありましたら、１０月２０日（土）までに教室割り担当利根川までご連絡電化製品のワット数に変更がありましたら、１０月２０日（土）までに教室割り担当利根川までご連絡

下さい。下さい。下さい。下さい。 

 

■■■■注意事項注意事項注意事項注意事項■■■■    

・３号館内の壁に装飾物を貼ることは禁止です。 

・飲食は可能ですが、床に飲食物を落とさないで下さい。 

■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■  
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◆借用物品に貼られている養生テープは絶対に剥がさないようにして下さい。絶対に剥がさないようにして下さい。絶対に剥がさないようにして下さい。絶対に剥がさないようにして下さい。 

◆今年も大量のレンタル物品を運搬時に搬入・搬出するため、団体の皆様にもお手伝いをお願い致し

ます。搬入・搬出の時間帯は、「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」「物品タイムスケジュール」をご確認下さい。 

◆当日は時間厳守でお願い致します。 

◆借用物品は細心の注意を払って使用して下さい。借用物品の返却の際に破損など借用物品の返却の際に破損など借用物品の返却の際に破損など借用物品の返却の際に破損などがががが見られた場合は見られた場合は見られた場合は見られた場合は

破損の度合いによっては別途料金が発生破損の度合いによっては別途料金が発生破損の度合いによっては別途料金が発生破損の度合いによっては別途料金が発生致します。致します。致します。致します。 

                                                    

◎◎◎◎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    

    今年も大学所有の大学所有の大学所有の大学所有のパネルパネルパネルパネルとレンタルパネルレンタルパネルレンタルパネルレンタルパネルの２種類を用意致します。どちらに振り分けられているかは「物品「物品「物品「物品

借用一覧」借用一覧」借用一覧」借用一覧」をご確認下さい。なお、大学所有大学所有大学所有大学所有パネルとレンタルパネルは、パネルとレンタルパネルは、パネルとレンタルパネルは、パネルとレンタルパネルは、貸し出し時間が異なります貸し出し時間が異なります貸し出し時間が異なります貸し出し時間が異なります。。。。詳しい時

間につきましては、「物品タイムスケジュール」、「物品タイムスケジュール」、「物品タイムスケジュール」、「物品タイムスケジュール」をご確認下さい。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

６６６６．．．．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    

 ステージのタイムテーブルが完成致しました。別紙の「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」」」」を確認して下さい。

音響機材は１１月３日（土）音響機材は１１月３日（土）音響機材は１１月３日（土）音響機材は１１月３日（土）、中洲記念講堂、中洲記念講堂、中洲記念講堂、中洲記念講堂のみのみのみのみの使用となります。の使用となります。の使用となります。の使用となります。 

当日の集合及び発表時間は時間厳守でお願い致します。当日の集合及び発表時間は時間厳守でお願い致します。当日の集合及び発表時間は時間厳守でお願い致します。当日の集合及び発表時間は時間厳守でお願い致します。 

    

    

７７７７．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、別紙の「運搬タイムスケジュ「運搬タイムスケジュ「運搬タイムスケジュ「運搬タイムスケジュ

ール」ール」ール」ール」を必ずご確認下さい。今後の運搬物の追加、変更などは出来ません運搬物の追加、変更などは出来ません運搬物の追加、変更などは出来ません運搬物の追加、変更などは出来ませんのでご注意下さい。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◆使用する段ボールには、必ずマジックで大きく団体名を記入マジックで大きく団体名を記入マジックで大きく団体名を記入マジックで大きく団体名を記入して下さい。 

◆重い荷物を段ボールの中に入れる場合は、底にテープを貼るなどして補強をお願い致します。   

◆事前に申請して頂いた数量以上の荷物を持ち込まないで下さい。 

◆運搬作業には必ず参加して下さい。運搬作業には必ず参加して下さい。運搬作業には必ず参加して下さい。運搬作業には必ず参加して下さい。    

■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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８８８８．校内装飾について．校内装飾について．校内装飾について．校内装飾について    

◎ポスター◎ポスター◎ポスター◎ポスター    

九段キャンパスは階段踊り場に、柏キャンパスは地下１階にポスター掲示用の模造紙を設置致します。ポスタ

ー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は、原本に学園祭実行委員会印原本に学園祭実行委員会印原本に学園祭実行委員会印原本に学園祭実行委員会印を押印を押印を押印を押印しししし

たものをコピーして下さい。たものをコピーして下さい。たものをコピーして下さい。たものをコピーして下さい。    

 

押印期間押印期間押印期間押印期間    １０月１５日（月）～１０月２６日（金）１０月１５日（月）～１０月２６日（金）１０月１５日（月）～１０月２６日（金）１０月１５日（月）～１０月２６日（金）    

押印期間押印期間押印期間押印期間    昼休み、４限終了後～１８：３０昼休み、４限終了後～１８：３０昼休み、４限終了後～１８：３０昼休み、４限終了後～１８：３０までまでまでまで（平日のみ）（平日のみ）（平日のみ）（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    

    

 

 

◆掲示場所 

九段キャンパス→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 

        柏キャンパス →１号館…地下１階階段付近の掲示板 

◆掲示期間  

  １０月１９日（金）～１１月４日（日） 

◆枚数制限 

  各参加団体、両キャンパスを併せて枚数は１０枚まで１０枚まで１０枚まで１０枚までとなります。 

◆諸注意 

・ポスターのサイズは全団体Ｂ５ポスターのサイズは全団体Ｂ５ポスターのサイズは全団体Ｂ５ポスターのサイズは全団体Ｂ５サイズです。サイズです。サイズです。サイズです。    

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

・掲示にはテープ類を使用し、糊の使用はご遠慮下さい。糊の使用はご遠慮下さい。糊の使用はご遠慮下さい。糊の使用はご遠慮下さい。 

・ルールが守られていないポスターはこちらで撤去する場合があります。 

    

    

◎チラシ◎チラシ◎チラシ◎チラシ    

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、７階、３号館１階の計３か所１号館中２階、７階、３号館１階の計３か所１号館中２階、７階、３号館１階の計３か所１号館中２階、７階、３号館１階の計３か所に設置致しま

す。チラシには学園祭実行委員会印が必要となります。チラシをコピーする際は、原本に学園祭実行委員会印を原本に学園祭実行委員会印を原本に学園祭実行委員会印を原本に学園祭実行委員会印を

押印押印押印押印したものをコピーして下さい。したものをコピーして下さい。したものをコピーして下さい。したものをコピーして下さい。    

なお、創縁祭当日の公道、全て公道、全て公道、全て公道、全てのののの階段付近階段付近階段付近階段付近でのチラシ配りは禁止と致します。でのチラシ配りは禁止と致します。でのチラシ配りは禁止と致します。でのチラシ配りは禁止と致します。    

 

押印期間押印期間押印期間押印期間    １０月１５日（月）～１０月２６日（金）１０月１５日（月）～１０月２６日（金）１０月１５日（月）～１０月２６日（金）１０月１５日（月）～１０月２６日（金）    

昼休み、４限終了後～１８：３０昼休み、４限終了後～１８：３０昼休み、４限終了後～１８：３０昼休み、４限終了後～１８：３０までまでまでまで（平日のみ）（平日のみ）（平日のみ）（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    

    

    

    

■■■■ポスター掲示上の注意ポスター掲示上の注意ポスター掲示上の注意ポスター掲示上の注意■■■■    
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９９９９．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。トークショー中の入退場はできません。 

    

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月３日（土）１１月３日（土）１１月３日（土）１１月３日（土）    １６：３０～１７：３０（開場１６：００）１６：３０～１７：３０（開場１６：００）１６：３０～１７：３０（開場１６：００）１６：３０～１７：３０（開場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    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    平田広明、森田成一平田広明、森田成一平田広明、森田成一平田広明、森田成一    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

追加情報などがありましたら、地下１階学生ラウンジ前の「創縁祭お知らせ掲示板」・創縁祭情報紙・創縁

祭公式ホームページ・創縁祭公式ツイッターなどでお知らせ致します。 

    

    

１０．１０．１０．１０．彩輝について彩輝について彩輝について彩輝について    

「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」が完成致しました。各団体の仕事内容や集合時間をご確認下さい。 

 

 

◆彩輝担当者は、「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」に記載されている集合時間の５分前集合時間の５分前集合時間の５分前集合時間の５分前に指定の場所に集合

して下さい。 

◆当日までに各団体で彩輝担当者を変更する場合、また当日に彩輝担当者が欠席する場合は、各団体で代理を

立て、その旨を速やかに渉内担当の若松までご連絡下さい。 

◆別紙「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」「彩輝担当者タイムスケジュール」に記載されている仕事時間を超過することはありません。 

◆当日は厳しい寒さが予想されます。体調管理に必要な防寒着・タオルなどは各自で準備して下さい。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

 ◆一般向け前売り券（先着）５００円一般向け前売り券（先着）５００円一般向け前売り券（先着）５００円一般向け前売り券（先着）５００円 

  販売開始日 １０月２０日（土）１０：００～ 

・オンラインチケット販売（e＋）にて受け付けます。 

・入場券入場券入場券入場券の購入は１名につき２枚までです。の購入は１名につき２枚までです。の購入は１名につき２枚までです。の購入は１名につき２枚までです。    

・当日券の販売は一切行いません。当日券の販売は一切行いません。当日券の販売は一切行いません。当日券の販売は一切行いません。    

■チケット販売について■■チケット販売について■■チケット販売について■■チケット販売について■    

■注意事項■■注意事項■■注意事項■■注意事項■    
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１１．実行委員会企画について１１．実行委員会企画について１１．実行委員会企画について１１．実行委員会企画について 

◎障害物レース◎障害物レース◎障害物レース◎障害物レース  

じゃんけんやストラックアウトなど企画を行います。どなたでも参加可能です。 

成績優秀者には花やしきのチケットを贈呈致します！奮ってご参加下さい！ 

 

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月３日１１月３日１１月３日１１月３日（土）（土）（土）（土）１１１１００００：００～１１：４０：００～１１：４０：００～１１：４０：００～１１：４０    

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    ２２２２号館号館号館号館４４４４階階階階    体育館体育館体育館体育館    

景景景景 品品品品    花やしきチケット花やしきチケット花やしきチケット花やしきチケット 

 

◎クイズ！ウルトラマニアック！！６◎クイズ！ウルトラマニアック！！６◎クイズ！ウルトラマニアック！！６◎クイズ！ウルトラマニアック！！６    

スポーツや文学、漫画、アニメなどからマニアックな問題を出題します。予選は○×クイズ、その後４択問題

となります。 

 優勝者にはディズニーランド（ペアチケット）を贈呈！他にも多数の景品を用意しています。事前申し込みな

しでどなたでも当日参加できるので、奮ってご参加下さい。 

    

開催開催開催開催日時日時日時日時    １１月３日１１月３日１１月３日１１月３日（土）１３（土）１３（土）１３（土）１３：３０～１４：３０：３０～１４：３０：３０～１４：３０：３０～１４：３０    

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    ２号館４階２号館４階２号館４階２号館４階    体育館体育館体育館体育館    

景景景景 品品品品    ディズニーランドペアチケットディズニーランドペアチケットディズニーランドペアチケットディズニーランドペアチケット    

    

◎ビンゴ大会◎ビンゴ大会◎ビンゴ大会◎ビンゴ大会    

ビンゴ大会を行います。参加者は配布されたビンゴカードを持って中庭までお越し下さい。富士急ハイランド

ジョイポリスをはじめとした豪華景品を用意しています。 

是非ご参加下さい。 

    

開催日時開催日時開催日時開催日時    １１月３日１１月３日１１月３日１１月３日（土）（土）（土）（土）１３：００～１４：００１３：００～１４：００１３：００～１４：００１３：００～１４：００    

     １１月４日１１月４日１１月４日１１月４日（日）（日）（日）（日）１２：００～１３：００１２：００～１３：００１２：００～１３：００１２：００～１３：００    

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    中庭中庭中庭中庭    芝生芝生芝生芝生    

景景景景        品品品品    富士急ハイランドチケットなど富士急ハイランドチケットなど富士急ハイランドチケットなど富士急ハイランドチケットなど    

    

◎模擬店・校内発表ランキング◎模擬店・校内発表ランキング◎模擬店・校内発表ランキング◎模擬店・校内発表ランキング    

模擬店、校内発表のそれぞれの部門で人気投票を行います。来場者に投票して頂き、模擬店部門、校内発表部

門で１位に選ばれた団体には賞状と副賞を渡し、来年度の創縁祭パンフレットにて昨年度優勝団体として紹介致

します。なお、在学生の方の投票はできません。 
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１２．最終説明会・大反省会について１２．最終説明会・大反省会について１２．最終説明会・大反省会について１２．最終説明会・大反省会について 

◎◎◎◎最終説明会最終説明会最終説明会最終説明会    

最終説明会を含めた決起集会を行います。また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、

各団体２名以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２日（金）１６：００～１１月２日（金）１６：００～１１月２日（金）１６：００～１１月２日（金）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    中洲記念講堂中洲記念講堂中洲記念講堂中洲記念講堂    

    

◎大反省会◎大反省会◎大反省会◎大反省会    

創縁祭の全体の反省会を行います。例年通りランキングの結果発表や来年の活動に繋がる資料を配布致しま

す。各団体２名以上で必ず参加して下さい。各団体２名以上で必ず参加して下さい。各団体２名以上で必ず参加して下さい。各団体２名以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１１１月１１１月１１１月１６日（金６日（金６日（金６日（金）１８：４）１８：４）１８：４）１８：４０～０～０～０～    

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    

    

    

１３．今後の予定１３．今後の予定１３．今後の予定１３．今後の予定    

１０月１５日（月） 第３回説明会【九段キャンパス】 

 チラシ、ポスター押印期間開始 

１０月１６日（火） 第３回模擬店衛生説明会【九段キャンパス】 

「フロアマップポスター希望用紙」提出〆切 

１０月２６日（金） チラシ、ポスター押印期間〆切 

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、最終説明会【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） 運搬物積み下ろし【柏キャンパス】 

１１月１６日（金） 大反省会【九段キャンパス】 
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１１１１４４４４．各担当連絡先．各担当連絡先．各担当連絡先．各担当連絡先    

  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致します。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)を使用致しますので、変更される場合は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 


