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１.安全委員会より 

（１） 安全委員会本部の設置 

  大学祭の円滑な運営のため、学生ホール２３３資料作成室に安全委員会本部を設置

します。安全委員会は、９月２１日から大学祭終了まで資料作成室を拠点に活動しま

す。安全委員会に関することは学生ホール２３３資料作成室（内線２３２８）までご

連絡ください。 

 

 

（２） 各種終了時刻について 

  今年度の各種終了時間は以下の通りです。 

 

＜片づけ開始時間 ２０：００＞ 模擬店を終了し、テントをたたみ始める  

＜行事終了時間  ２１：００＞ 企画を終了する・模擬店テントを畳み終える時間 

 ＜完全退構時間  ２１：３０＞ 構内から完全に退出する時間 

これ以降翌朝７時までの入構を禁止します。 

※ 適用期間：１１月２日（水）～１１月６日（日） 

 

 

参加団体の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、各種終了時間を徹底してい

ただくよう、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。 
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（３） ビラの掲示について 

大学祭期間中、以下の場所に掲示するビラは安全委員会が管理します。下記の注意

事項が守られていないものは大学祭期間中撤去します。 

現在貼られているビラは１１月１日（火）１６：００までに各団体で撤去してくだ

さい。 

   

＜大学祭用ビラの掲示期間＞ 

１１月２日（水）みやこ祭全体準備会議後～１１月６日（日）１５：００ 

 

  団体で掲示したビラはすべて責任をもって期間内に撤去してください。その際、設

置に使用した養生テープ・ダルマ画鋲も必ず取り除いてください。 

 

 ＜大学祭用ビラの掲示に関する注意事項＞ 

 １号館・７号館 学生ホール 

掲示場所 すべての掲示板（学生課・キャ

リア支援課付近の掲示板を除

く） 

学生ホール１階および２階の青

い掲示板 

掲示方法 養生テープ・ダルマ画鋲のみ使

用可 

養生テープのみ使用可 

枚数・大きさ 一つの掲示板に同じ団体が二

つ以上の掲示物を貼ることを

禁止する。 

大きさは A3 まで。 

一つの掲示板に同じ掲示物を貼

ることを禁止する。 

大きさは A3 まで。 

内容 みやこ祭に関する掲示物に限る。 

その他特記事項 ・掲示物には「団体名・代表者氏名・安全管理責任者氏名・団体

の連絡先」を明記すること。 

・公序良俗に反するものは禁止する。 

・上記の場所以外または屋外の壁などにビラを貼ることは禁止す

る。 

・ビラにより汚損・破損が生じた場合、その団体の責任とする。 
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（４）清掃について 
 今年度もみやこ祭では自主管理・自主運営の理念に基づき、参加している学生団体

が大学構内の清掃を行い、衛生状況を維持する責任を負います。そのために、各団体

が清掃を行えるように安全委員会がルールを作成します。ご理解・ご協力のほど、よ

ろしくお願いします。 

  

【清掃に関する注意点】 

 各団体が使用している教室、テント内およびその周辺通路等は各団体で清掃し、き

れいにしてください。 

 絶対に汚損・破損のないようにしてください。 

 ほうきや雑巾等の清掃用具は各団体で用意してください。大学祭期間中は貸し出し

も行いますが、数に限りがあり、貸し出しできない場合があります。特に雑巾は各

団体で５枚以上用意してください。 

 トイレや流し場等の共同管理施設の清掃および来場者用のごみ箱の管理は、フロ

ア・ブロック代表団体以外の参加団体に割り振ります。 

 流し場に洗剤は設置しません。各団体で用意してください。 
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【参加団体の注意事項】 

① 模擬店参加団体の注意事項 

敷石の汚損を防ぐため、テントの下にはテントの足からビニールシートを６０cm、

ダンボールを５０cm 四方はみ出して敷くことの徹底をお願いします。また、油を多用

する箇所（フライヤー・発電機等）にはダンボールを３枚、その他の箇所は２枚、必

ず重ねて敷いてください。さらにダンボールが破れたり濡れたりしてしまったとき

は、新しくダンボールを敷いて敷石の油染みを防いでください。机等はテント内に収

まるように置いてください。 

※ 敷き方は下の図をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷石の油染みは長時間放置すると染みこんで取れなくなってしまいます。もし油染み

ができた場合は必ずすぐに拭き取ってください。 

・撤収時の清掃では、油染みを残さないために、必ず雑巾に洗剤をつけて磨く作業を忘

れずに行ってください。また、テントの下のビニールシートに油がついている場合は

雑巾で拭き取ってください。 

  

壁 

 

テント 

ビニールシート 段ボール 

壁 

 

テント 

１０cｍ ５０cｍ 
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② 屋内参加団体の注意事項 

・屋内での喫煙は禁止です。 

・大学祭期間中、構内全面における飲酒は禁止です。 

・使用する教室に汚損・破損がないようお願いします。 

 

③ 特別参加団体の注意事項 

次の企画を行う団体に迷惑が掛からないよう、企画終了後に必ず清掃を行ってくだ

さい。 

 

※ 詳しい清掃の仕方については１０月２０日（木）に行われる安全管理責任者会議で

説明します。 
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（５）供託金・補償金について 

 制度の内容 

【供託金】 

模擬店参加団体・屋内参加団体・特別参加団体は供託金として、参加形態に応じた金

額を大学祭実行委員会に納めるものとします。大学祭期間中にあらゆる問題を起こし、

安全委員会本部の警告に応じない等、悪質であると安全委員会本部が判断した場合、対

象の団体から処分として供託金を没収します。「大学祭期間中における違反事項に関す

る条規」を守り、問題を起こさなかった団体には、大学祭終了後に供託金の返却を行い

ます。なお、没収した供託金は公的機関に寄付するものとします。 

 

【補償金】 

模擬店参加団体・屋内参加団体・特別参加団体は一律、５，０００円を補償金として

大学祭実行委員会に納めてもらい、大学祭期間中に当事者不明の汚損・破損があった場

合、補償金から修理費をまかないます。その修理費を差し引いた残金を各団体に均等に

返却します。ただし、責任の所在が明らかな場合や本人がその汚損・破損を認めた場合

は、汚損・破損した本人が弁償することとします。なお、当事者が特に限定されると判

断した場合はこの限りではありません。 

 

 例：参加団体が１５０団体の場合、補償金の合計額は 

５，０００円×１５０団体＝７５万円 

となります。 

そこで大学祭中に当事者不明の汚損・破損が発生したと仮定します。 

その修理費が２０万円だったとし、１団体への返金額を計算すると 

（７５万円－２０万円）÷１５０団体＝３，６６６．６…円 

となります。 

１００円未満は切り捨てとしますので１団体への返金額は３，６００円とな

ります。 

※切り捨てられた額は公的機関に寄付します。ご了承ください。  
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 振込手順 

１．供託金の払込取扱票を記入する 
＊供託金・補償金の払込取扱票はそれぞれ別に記入してください。 
＊供託金の払込取扱票を記入する際は p.１０の記入例をご参照ください。 

＊団体の所属や参加形態によって供託金の額が異なりますので、以下の表を参照 

して該当する金額をご記入ください。 

①  
非営利団体 

ゼミ・研究室 なし 

②  ①に該当しない団体 ５，０００円 

③  
営利団体 

上部団体に所属している団体 １０，０００円 

④  ③に該当しない団体 ２０，０００円 

＊①に該当する団体は、供託金の払込取扱票を記入する必要はございません。 

①～④で複数の形態で参加する団体は、払い込む金額の高い参加形態の供託金の

みを払い込んでください。 

＊物々交換・募金も営利に含まれるのでご注意ください。 

＊上部団体加盟団体は p.９の表に記載されている団体です。 

例：サークル連合所属の団体が屋内で非営利の展示と模擬店で営利の出店をする

場合、上の表の②と③の両方が該当します。この場合、金額の高い③が適用

されます。つまり１０，０００円のみを払い込むことになります。 

＊払込取扱票は必ず代表者の名前を記入してください。 

  返却の際、代表者本人であることを確認してから返金するためです。 

 

 

２．補償金の払込取扱票を記入する 

＊補償金の払込取扱票を記入する際は p.１１の記入例を参考にしてください。 

＊金額は団体の所属や参加形態に関わらず一律５，０００円となります。 

＊異なる参加形態で複数参加する場合も補償金は１団体５，０００円のみとなり 

ます。 

＊払込取扱票は必ず代表者の名前を記入してください。 

返却の際、代表者本人であることを確認してから返金するためです。 
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３．供託金および補償金を払い込む 

＊必ずゆうちょ銀行窓口もしくはゆうちょ銀行ＡＴＭからお振り込みください。 

＊学校内のＡＴＭは使用しないでください。 

 

＊供託金の口座番号は 00120-0-773027 です。 

＊補償金の口座番号は 00190-9-21434 です。 

 

＊払い込みの際の手数料は各団体で負担してください。 

＊振り込む際、振込元の名義を必ず「団体名 振り込んだ方の氏名」にして下さい。

絶対に振込元を匿名にして振り込むことのないよう注意してください。 

 

 

 

４．郵便振替払込請求書および受領証を受け取り保管する 

＊郵便振替払込請求書および受領証は、第１８回みやこ祭後の供託金および補償金返

金の際に必要となります。紛失することのないように十分注意して保管してくださ

い。 

 

 納入期限 

 納入期限は９月３０日（金）です。 

 

 返金の方法 

 大学祭期間中、団体内で問題や汚損・破損が発生しなかった場合は、大学祭終了後、

供託金・補償金を返金します。返金の方法は、１１月２４日（木）の第５回 大学祭総

会にて説明します。 
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 上部団体加盟団体一覧 

＊体育会 

アイスホッケー部  応援団  準硬式野球部 

アメリカンフットボール 部 学術探検会  
女子バスケットボール部 

ゴルフ部  弓道部  
女子バレーボール部 

サッカー部  競技ダンス部  少林寺拳法部 

ソフトテニス部  空手道部  水泳部 

テコンドー部  剣道部  漕艇部 

バドミントン部  硬式庭球部  体操部 

パワーリフティング部  硬式野球部  卓球部 

ハンドボール部  合氣道部  
男子バスケットボール部 

フライングディスク部  山岳部  
男子バレーボール部 

ヨット部  軟式野球部  ラグビー部 

 

＊サークル連合 

学生社会科学研究会  文藝部  B 類サッカー部 

J-Boy  星の広場の会  B 類テニス部 

世界民謡研究会  唯物論研究会  B 類バスケットボール部 

総合文化交流会 mediaβ  美術工芸研究会  B 類バドミントン部 

Das Lied  星泳会  B 類バレーボール部 

BBC    
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＊文化部連合 

A.T.L グリークラブ  児童文化研究会 

AR 会 クラブミュージック研究会 space 写真部 

Cap5  フォークソング研究会  書道部 

Close Up Magic Circle  ボードゲーム研究会  将棋部 

CUBE  マイクロコンピュータ研究会  司法問題研究会 

Dolce  マンガ研究会  吹奏楽団 

ESS  囲碁部  推理小説研究会 

FINAL☆FLASH  映画サークル KINO  第三文明研究会 

Revolver  学生教育研究会  茶道研究会 

SRM(SuperRubberMan) 環境サークル nature  鉄道研究会 

Team “LAMP”  管弦楽団  三曲会 

TMU-SFC  軽音楽部  美術部 

WILD BOARS  劇団時計  放送研究会 

エリカ混声合唱団  古典ギター部  法学研究会 

クイズ研究会  軟式野球サークル RaD  めとぽけ 

ジャズ研究会 人力飛行研究会 MaPPL  
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 振込取扱票記入例 

【供託金】 

 

  

「首都大学東京大学祭

実行委員会」と記入し

てください。 

口座番号は 

00120-0-773027 です。 

補償金の口座番号と違いま

すのでご注意ください。 

例として営利を目的とし上

部団体に加盟している団体

の供託金は１０,０００円

です。所属や参加形態によ

って金額が異なるので、詳

細はｐ.７をご覧ください。

補償金の振込金額とは違い

ますのでご注意ください。 

 

代表者の方の郵便番号、住所、氏名、

電話番号を記入してください。 

団体名と代表者の方の氏名

を記入してください。 
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【補償金】 

 

  

「首都大学東京大学祭

実行委員会」と記入し

てください。 

口座番号は 

00190-9-21434 です。

供託金の口座番号とは

違いますのでご注意く

ださい。 

参加団体が振り込む補償

金は一律５,０００円で

す。詳細はｐ.７をご覧

ください。供託金の振込

金額とは違いますのでご

注意ください。 

代表者の方の郵便番号、住所、氏名、

電話番号を記入してください。 

団体名と代表者の方の氏名

を記入してください。 
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（６）駐車・駐輪規制について 

【大学祭期間中の入構および駐車・駐輪について】 

 大学祭期間中は、模擬店・ステージの設置や緊急車両の通路確保等のため、通常使用

している駐輪場・駐車場が使用できません。徒歩や公共交通機関を利用してください。 

大学祭期間中の車両の入退構は東門から行ってください。入退構の際は、東門に常駐

している大学祭実行委員の指示に従ってください。バイクはスポーツ門を使用してくだ

さい。車両・バイクともにその他の門は使用できません。 

 

① 門の使用について 

入構可 

東門 

大学祭期間中のすべての車両の入退構場所。常駐す

る大学祭実行委員の前で一旦停止し、『臨時入構許

可証』を提示してください。 

※ バイク入退構不可 

スポーツ門 

（体育棟方面） 
バイク入退構場所 

入構不可 
北門 

参加団体車両・参加団体委託業者車両は使用不可。 
生協裏中門 
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② 駐車場の利用について 

駐車場 第６・７駐車場 「臨時入構許可証」を持つ車両のみ駐車可。 

荷物の 

搬入出場所 

情報処理施設北側 

駐車場 

「臨時入構許可証」を持つ参加団体車両・参加

団体委託業者車両のみ、１５分以内の荷物の

搬入・搬出に使用可。 

※ 長時間の駐車は不可。 

 

 
 

 

③ 路上駐車について 

毎年、物品の搬入・搬出を路上で行う団体が見受けられます。近隣住民への迷惑とな

るため、絶対に行わないでください。安全委員会では、今年度も巡回を行い路上駐車の

防止に努めます。 
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④ 駐輪場の利用について 

自転車駐輪場 

１２号館地下駐輪場 

６号館前駐輪場 

講堂脇駐輪スペース 

本部棟脇駐輪スペース 

バイク駐輪場 
体育館横駐輪場 

多目的裏駐輪場 

※ 大学祭期間中は、上記以外の駐輪場を使用することはできません。 

※ 講堂脇駐輪スペースは大学祭期間中臨時駐輪スペースとなるため、１１月２日（水）

に残っていた自転車は、本部棟脇駐輪スペースに移動させます。 
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【自転車移動について】 

 大学祭開催にあたり、今年度も以下の通り自転車の撤去・移動を行います。該当する

場所に自転車を駐輪している方は事前の移動をお願いします。また、移動先の十分なス

ペースの確保のため、移動先となっている駐輪場に自転車を駐輪している場合も自転車

を事前に移動するようお願いします。 

 

※ 撤去先の詳細は後日インフォメーションギャラリーに掲示する看板やその他の情

報宣伝活動にてお知らせします。 

※ 事前の移動にご協力をよろしくお願いします。 

  

日時：１１月１日（火） ２０：００～ 

撤去対象場所：インフォメーションギャラリー周辺、AV 棟周辺、 

１号橋周辺、学生ホール周辺、図書館前、体育館前 

移動先：１号館中庭奥駐輪場、講堂裏駐輪場、６号館前駐輪場、 

１２号館地下駐輪場 

撤去対象自転車：該当場所に駐輪されているすべての自転車 

撤去対象場所 移動先 

インフォメーションギャラリー 
講堂裏駐輪場 

６号館前駐輪場 

AV 棟周辺 

１号館中庭奥駐輪場 
学生ホール周辺 

図書館前 

１号橋周辺 

体育館前 １２号館地下駐輪場 
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【参加団体車両の臨時入構許可について】 

① 臨時入構許可証について 

 １１月２日（水）～１１月６日（日）の大学祭期間中、車両の入退構は安全委員会

が管理します。大学祭期間中は臨時入構許可証を持っている団体の車両のみが入構可

能となります。また、今年度も１日毎に臨時入構許可証を発行し、１日毎に回収しま

す。申請日に漏れがないようご注意ください。臨時入構許可証発行の際に預かり金と

して１枚につき１，０００円を預かります。大学祭終了後、回収が確認でき次第、預

かり金の返却を行います。 

 

 

② 臨時入構許可証発行の流れ 

１．臨時入構許可申請書（参加団体車両）を p.２０に記載の期日内に受け取り、記

入し、安全管理責任者本人が提出する 

※ 受け取り場所・提出場所共に大学祭実行委員会（学生ホール２０６）です。 

※ 提出の際は学生証を忘れずにお持ちください。 

※ レンタカーは利用しないでください。 

※ 団体控えも提出してください。提出後、団体控えは返却します。 

※ 締め切りは９月２２日（木）「第４回 みやこ祭参加準備会議」終了後までで

す。 

※ 提出は臨時入構許可証が必要な団体のみです。 

 

 

２．１０月２０日（木）に行われる安全管理責任者会議で臨時入構許可証を 

受け取る 

団体控え・預かり金と引き換えに臨時入構許可証を発行しますので、団体控えは大

切に保管してください。 

※ 発行は安全管理責任者本人にのみ行います。学生証を忘れずにお持ちくださ

い。 
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③ 臨時入構許可証発行の注意事項 

 臨時入構許可証をもつ車両のみが、１１月２日（水）～１１月６日（日）の大学祭

期間中の入構が可能となります。 

 申請書提出締切は９月２２日（木）に行われる「第４回 みやこ祭参加準備会議」

終了後までです。締め切りを過ぎてしまうと、臨時入構許可証を発行できません。 

 入構の際の運転者は、あらかじめ申請していただいた方のみにしてください。運転

者は入構予定日のすべての日に運転可能な方にするようにしてください。 

 レンタカーは利用しないでください。 

 申請書には免許証のコピーを貼ってください。 

 団体控えは必ず保管してください。 

 申請書提出の際は、安全管理責任者本人が提出してください。 

 臨時入構許可証は退構の際に回収するため、大切に保管してください。 

 

④ 入構の際の注意 

 入構可能時間は各日７：３０～２１：３０です。厳守してください。 

 使用可能駐車場は第６・７駐車場（テニスコート脇）、情報処理施設北側駐車場のみ

です。 

 荷物の積み下ろしは情報処理施設北側駐車場で行って下さい。１回の使用時間は 

１５分間です。この時間を厳守してください。 

 申請した運転手の方は絶対に飲酒しないでください。 

 完全退構時刻２１：３０を厳守してください。 

  

⑤ 臨時入構許可証回収について 

 臨時入構許可証は必ず各日、退構する際に東門に常駐する委員へ返却してください。 

 万が一退構の際に返却しそびれてしまった場合や、車両を使用しなかった場合は、 

１１月８日（火）１９：００までに、学生ホール２０１談話室にて臨時入構許可証

の返却を行ってください。 

 回収の確認ができ次第、申請書の団体控えを提示していただいた上で、安全管理責

任者本人に預かり金の返金を行います。預かり金は１１月７日（月）１５：００～

１９：００、１１月８日（火）１５：００～１９：００に学生ホール２０１談話室

にて返金します。 
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【参加団体委託業者車両の臨時入構許可について】 

① 臨時入構許可証について 

参加団体車両同様、大学祭期間中、団体から委託された業者の車両の入退構は安全委

員会が管理します。臨時入構許可証を持つ車両のみが入構可能です。また、今年度も許

可証を１日毎に発行し、１日毎に回収します。臨時入構入構許可証の発行の際に預かり

金として１枚につき１，０００円を預かります。大学祭終了後、回収が確認でき次第預

かり金の返却を行います。そのため、退構する際に必ず臨時入構許可証を返却するよう

業者に連絡をお願いします。 

 

② 臨時入構許可証発行の流れ 

１．臨時入構許可申請書（委託業者）を p.２０に記載の期日内に受け取り、記入

し、安全管理責任者本人が提出する 

※ 受け取り場所・提出場所共に大学祭実行委員会（学生ホール２０６）です。 

※ 車両・ナンバーの把握が困難なため、宅配業者の入構は出来ません。 

※ 提出の際は学生証を忘れずにお持ちください。 

※ 団体控えも提出してください。提出後、団体控えは返却します。 

※ 締め切りは９月２２日（木）に行われる「第４回 みやこ祭参加準備会議」 

終了後までです。 

※ 提出までに必ず業者との打ち合わせを済ませてください。 

※ 提出は臨時入構許可証が必要な団体のみです。 

 

 

２．１０月２０日（木）に行われる安全管理責任者会議で臨時入構許可証を 

受け取る 

※ 団体控え・預かり金と引き換えに臨時入構許可証を発行しますので、団体控え

は大切に保管してください。 

※ 発行は安全管理責任者本人にのみ行います。学生証を忘れずにお持ちくださ

い。 
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③ 臨時入構許可証発行の注意事項 

 臨時入構許可証をもつ車両のみが、１１月２日（水）～１１月６日（日）の大学祭

期間中の入構が可能となります。 

 申請書提出締切は９月２２日（木）に行われる「第４回 みやこ祭参加準備会議」

終了後です。締め切りを過ぎてしまうと、臨時入構許可証を発行できません。 

 臨時入構許可証は１団体につき１枚のみ発行します。複数の車両使用はできません。

（参加団体用の許可証と委託業者用の許可証は別々に各日１枚ずつ申請できます。） 

 団体控えは必ず保管してください。 

 申請書提出の際は、安全管理責任者本人が提出してください。 

∙ 臨時入構許可証は退構の際に回収するため、大切に保管してください。 

∙ 退構時に東門に常駐している委員へ臨時入構許可証を渡すよう業者に伝えてくだ

さい。団体側で回収はしないでください。 

∙ 入構当日までに業者に臨時入構許可証を渡し、注意事項を共有してください。 

 

④ 入構の際の注意 

 入構可能時間は各日７：３０～２１：３０です。必ず守ってください。 

 使用可能駐車場は情報処理施設北側駐車場のみで、荷物の搬入・搬出の利用に限り

ます。１回の使用時間は１５分間です。この時間を厳守してください。 

 完全退構時刻２１：３０を厳守してください 

 

※ 申請書受付時間は９月１２日・１４日・１６日・２０日１３時～１８時、２２

日１２：００～第４回参加準備会議終了までです。この期間内に申請書を受け取っ

ていただき、期日中に提出をお願いします。 

※ 何か質問や不明な点がございましたら、大学祭実行委員会（学生ホール２０６ 

内線２３２３）までご連絡ください。 
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２.プレフェスティバルについて 

 プレフェスティバルとは、みやこ祭の知名度向上と情報宣伝活動を目的として学外

で行うイベントのことです。例年、特別参加団体の皆様にご協力いただき、みやこ祭

当日に披露する演技の一部を発表していただいています。みやこ祭の広報活動として

の効果はもちろん、団体様の活動成果発表の場として、またみやこ祭に向けた団体内

の士気向上のきっかけとしてもご活用いただければと存じます。ご参加いただける場

合は以下に記載のグーグルフォームにご回答ください。締め切りは９月１５日(木)ま

でです。 

多くの団体様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

日時：１０月１５日(土)  １１：００～１８:００ 小雨決行 

 

場所：三井アウトレットパーク多摩南大沢イベントステージ（PIZZERIA1830 と焼肉し

ゃぶしゃぶ吉座の間に設置されているステージ） 

 

演技時間：1団体につき３０分を想定。準備・撤収はそれぞれ１０分で行う。 

 

プレフェスティバル参加用グーグルフォーム： 

https://forms.gle/Axadfk4yXc7NmpeP7 

※ご質問もこのフォームより受け付けております。参加を検討中の団体も積極

的にご活用ください。 

QR コードからも読み取れます→  
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３. その他 

◆ 今後の会議日程 

〈大学祭総会〉 

上部団体に加盟している全ての団体は、みやこ祭への参加の有無を問わず、代表者１名

の出席をお願いします。 

 

 第４回 大学祭総会 

日時：１０月６日（予定） １９：３０～（予定） 

開催形態：オンライン（Zoom） 

 

〈みやこ祭参加準備会議およびそれに準ずる会議〉 

大学祭への参加を希望する団体は、代表者 1名の出席をお願いします。 

 

 第４回 みやこ祭参加準備会議 

日時：９月２２日（木）（予定） 

開催形態：オンライン（Zoom） 

 

 第５回 みやこ祭参加準備会議 

日時：１０月１３日（木）（予定） 

開催形態：オンライン（Zoom） 

 

 第１８回みやこ祭 全体準備会議 

日時：１１月２日（水）  １０：００～（予定） 

開催形態：対面（予定） 

 

 第１８回みやこ祭 全体後片付け会議 

日時：１１月６日（日）  １０：００～（予定） 

開催形態：対面（予定） 
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〈参加申請を行った団体に出席いただく会議〉 

 参加申請を行った団体は、その参加形態別に行われる会議に出席してください。 

 

全形態参加団体 

 個別折衝 

日程：１０月３日（月） 

場所：７号館２１８番教室 

 

 立て看板設置会議 

日程：１０月７日（金） 

場所：未定 

 

模擬店参加団体 

 第２回 模擬店設置会議 

日程：９月８日（木） 

場所：講堂 小ホール 

 

 第３回 模擬店設置会議 

日程：９月２２日（木） 

開催形態：オンライン（Zoom） 

 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の流行により、上記の日程が変更になる場合があります。

また、会議の開催形態および開催場所に関しては調整中です。 

詳細が決まり次第、大学祭実行委員会からご連絡します。メールや Twitter、看板

等での連絡にご注意ください。 
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◆ 会議日程のお知らせについて 

大学祭総会およびみやこ祭参加準備会議については、メールや看板だけでなくホー

ムページや Twitter でもお知らせしています。ぜひご確認やフォローをお願いしま

す。 

 

【第１８回みやこ祭公式ホームページ】 

URL     http://miyakomatsuri.com 

       （右の QR コードからも読み取れます。） 

 

 

【Twitter アカウント】 

アカウント名 東京都立大学大学祭実行委員会めぽ 

ユーザー名 ＠miyakomatsuri 

URL     https://twitter.com/miyakomatsuri 

（右の QR コードからも読み取れます。） 
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