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１．安全委員会より 

（１）講堂の使用規制について 

昨年度の大学祭において、団体が講堂使用中にガラスを破損してしまうという事故が

ありました。学生課との協議の結果、やむを得ない事情であると判断され、ガラスの修

繕費は学校側が負担してくださることとなりました。安全委員会本部ではこの事故は大

学祭期間中の今後の施設利用に関わると考え、当該団体を呼び出し、厳重注意を行いま

した。 

 今年度はこのような破損を防ぎ、講堂使用を安全に行うために対策として、学生課と

の協議のうえ講堂の使用制限をかけることとなりました。規制箇所はｐ.2の図をご参照

ください。 
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 上記の図、×印を付けた箇所が規制箇所となります。ご了承ください。 
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（２）廃油について 

昨年度の大学祭にて初の試みとして廃油の回収を行いました。しかし、回収した団体

数及び回収した廃油の量が少なく（７団体から約２１Ｌ）、当初見積もっていた回収量

（７０Ｌ）に達しなかったこと、また廃油の保管には火災の危険性があることを考慮し、

第１３回みやこ祭では参加団体各自で廃油を処分して頂く予定です。その場合は例年通

り廃油を凝固剤で固め、可燃ごみとして処分して頂きます。処分の仕方についての詳細

は今後の参加準備会議にてお知らせします。 

 

（３）臨時入構許可証について 

例年臨時入構許可証を返却しない参加団体が少なくありません。昨年度、その対策

として返却をしなかった団体には、翌年の動向を見て厳重注意や翌年度以降の大学祭

での車両の入構制限などのペナルティを与える可能性があることを会議の都度お伝え

しました。それを受け今年度の方針としましては、昨年度返却しなかった団体のう

ち、今年度も臨時入構許可証を返却しない参加団体には来年度の大学祭で臨時入構許

可証を発行しないこととします。 

また、臨時入構許可証の発行については日毎にこれを発行し、臨時入構許可証一枚に

つき１，０００円を預り金として徴収します。大学祭終了後、すべての臨時入構許可証

が期間内に揃い次第、預り金を返却します。期間内に返却がない場合、臨時入構許可証

未返却と判断し、没収します。 
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２．広報局より 

（１）公式 Twitter カウントダウン企画について 

広報局では、今年度も Twitter において大学祭までのカウントダウンツイート企画を

行います。 

カウントダウン企画では、団体名、参加内容、紹介文、写真がツイートされます。 

参加を希望される場合は、メールアドレス（miyakofes.tmu@gmail.com）もしくは

Twitter 広報アカウント@koho13th（https://twitter.com/koho13th）の DM へご連絡く

ださい。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

（２）公式 Twitter ハッシュタグ企画について 

大学祭を盛り上げていくために、今年度も Twitter にてハッシュタグ企画を行います。

ハッシュタグとはツイートに「#〇〇〇」と入れることでカテゴリー検索をより容易に

し、同じカテゴリーのツイートのみを表示させるための機能です。 

各参加団体の皆様には本日から大学祭期間中まで大学祭に関する情報をTwitterで「#

みやこ祭 2017」をつけて積極的にツイートをしていただきたいと思います。 

また大学祭期間中に大学祭実行委員の記録係がカメラを持って巡回いたします。撮っ

た写真は大学祭の様子を広報局の Twitter 等を更新する際に使用しますので、ご協力お

願いします。 

 

（３）パンフレット・ＷＥＢ原稿について 

今年度も大学祭にてパンフレットを作成し販売する予定です。それに伴い、パンフレ

ット内に屋内参加団体及び特別参加団体の宣伝スペースを設けます。原則、すべての屋

内参加団体及び特別参加団体には下記の手順に従い、原稿を提出していただきます。な

お、昨年度に引き続き今年度も、公式ＨＰ上で宣伝スペースを設ける予定です。 

参加団体の方は画像、企画名、企画のＰＲ文、ＷＥＢ宣伝掲載希望の有無の４つを提

出してください。今年度もパンフレットはフルカラーを予定しておりますので、カラー

での提出を推奨します。なお、日時・場所・団体名はこちらで別に記載しますので、画

像には入れないでください。 

屋内参加・特別参加どちらにも参加される場合は、参加する企画の数だけ複数の原稿

を作成していただくことになります。 

mailto:miyakofes.tmu@gmail.com
https://twitter.com/koho13th
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※ 模擬店参加団体におかれましても、昨年度同様パンフレット内に紹介スペースを設

ける予定です。模擬店の PR 文の原稿提出につきましては、後日に行われる模擬店

抽選会議にてご連絡させていただきます。 

 

① 画像について 

画像のサイズ：１０ｃｍ×１０ｃｍでの提出をお願いします。実際の掲載サイズは

異なります。 

 

デジタル絵の場合：Adobe Illustrator や Adobe Photoshop などで作成し、その画像 

の拡張子を「.jpg」に変換してから提出してください。 

 

手書き絵の場合：白い紙に描いたものを提出してください。大学祭実行委員会がスキ

ャナーに取り込み、画像におこします。そのため、元の手書き絵の

色味とは若干異なることがありますが、ご了承ください。 

 

写真の場合：デジタルカメラで撮影したものをデータに変換してから提出してく

ださい。 

※ 提出していただいた画像は著作権などにより変更をお願いする可能性があります。 

 

② 企画名について 

全角１６字以内 

 企画の名前を自由に書いてください。 

 

③ PR 文について 

全角１００字以内 

 企画内容などを簡単にＰＲしてください。 

 

④ WEB 宣伝掲載希望の有無について 

WEB 宣伝の掲載を希望する団体のみ、希望の旨を明記してください。 
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※ 紹介ページ作成にあたって、以下の条件を掲示させていただきます。 

Ⅰ．第１３回みやこ祭に参加する団体であること。 

Ⅱ．各団体の WEB サイト（公式ホームページ・ブログ・Twitter など）でみやこ祭に

参加する旨を発信していること。 

Ⅲ．各団体の WEB サイト（公式ホームページ・ブログ・Twitter など）から、第１３

回みやこ祭公式ホームページへのリンクをしていただくこと。 

Ⅳ．公序良俗に反する行為、および本学の名誉と信頼を貶めるような内容が WEB サイ

ト内に書かれていないこと。 

 

第１３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） 

 

 

 

 

 

⑤ 提出方法 

原則メールに添付して提出をお願いします。 

メールの件名を「パンフレット原稿・団体名」として、メールの本文に企画名（全角 

１６字以内）、PR 文（全角１００字以内）、ＷＥＢ宣伝掲載希望の有無を書いてくださ

い。添付する画像のファイル名を団体名にし、miyakofes.tmu@gmail.com 宛に送信し

てください。 

 

※ 画像を手書き絵で作成する場合、手書き絵の原本を大学祭実行委員会室（学生ホー

ル２０６）まで直接提出してください。また、画像を手書き絵で作成した旨を、企

画名（全角１６字以内）、PR 文（全角１００字以内）、WEB 宣伝掲載希望の有無、

とあわせて次頁記載のメールアドレスに提出してください。 

 

 

 

http://miyakomatsuri.com/
mailto:miyakofes.tmu@gmail.com
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⑥ 提出先 

メールアドレス：miyakofes.tmu@gmail.com（本頁下部にも記載） 

大学祭実行委員会室（学生ホール２０６） 

 

⑦ 提出期間 

 ６月１５日（木）～７月２1日（金）の２０：００ 

※ パンフレット・WEB 原稿に関わる質問等は大学祭実行委員会室（学生ホール２０

６）または下記のメールアドレスまでお問い合わせください。 

          

大学祭実行委員会 広報局 

メールアドレス：miyakofes.tmu@gmail.com 

（右の QR コードからも読み取れます） 

  

mailto:miyakofes.tmu@gmail.com
mailto:miyakofes.tmu@gmail.com
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３．企画局より 

（１）本部企画紹介 

今年度のみやこ祭では、以下の１３企画の実施を予定しています。 

 

［Projection Mapping］ 

昨年度はじまったこの企画。本学インダストリアルアートコースの方々のご協力のも

と、１号館の中庭で行います。南大沢のキャンパスに咲き乱れる華やかな光のアートを

ご堪能いただけます。 

［笑王グランプリ］ 

観客が審査員となって、学生芸人の NO.１を決定します。外部の学生芸人さんたちが

大勢集まり、漫才を披露していただきます。 

［FLASH MOB］ 

首都大のサークルと協力をして、大学祭期間中にフラッシュモブを仕掛けます。開催

場所や日時を非公開で行うサプライズ企画です。突然のパフォーマンスにより、来場者

の方に特別な感動を味わっていただくことを目的としています。 

［秋音祭］ 

首都大の音楽サークルによるクラシックコンサートです。講堂小ホールでの開催を予

定しています。今年度も昨年度から始まった、この企画でしか見ることのできない複数

のサークルによるコラボ企画を行います。 

［music festival］ 

生協広場特設ステージにて大学祭を大音量で盛り上げます。音楽の力と大学生の若さ

の融合をご覧いただけます。軽音サークルの集大成をご覧ください。 

［講演会］ 

 芸能人を呼んで講堂大ホールでトークショーを行います。いま旬の芸能人の話を直接

聴ける貴重な機会です。ゲスト発表は８月１日です。 

［公開講義］ 

今年度も様々な分野の教授をお呼びし、講義をしていただきます。地域の方や受験を

考えている高校生だけでなく、首都大生にとっても普段受けることのない教授の講義を

聴講できる機会となっています。 
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［TECHNO SQUARE］ 

TECHNO SUQARE では様々な分野を研究している団体の方々に、日ごろの研究活

動内容を発表していただきます。みやこ祭で、首都大の学術面を存分に堪能していただ

けます。 

［キャンパスツアー］ 

高校生や地域住民の方々に南大沢キャンパスの素晴らしさを伝えます。南大沢キャン

パスの知名度向上に貢献します。 

［フリーマーケット］ 

 フリーマーケットは３日間、地域の方や学生が出店しています。昨年度は８０店ほど

の出店がありました。 

［ヒーローショー］ 

八王子のローカルヒーローであるゲンキダーJ が首都大でヒーローショーを行います。

イベントステージでの開催を予定しています。子供はもちろん大人も楽しめる内容を考

えています。 

［子ども実験教室］ 

子ども実験教室は、小学生までの子供たちと一緒に簡単な実験や工作を行います。毎

年恒例の子供向け大人気企画です。 

［花火］ 

みやこ祭最終日の夜空を花火で彩ります。また、観覧場所として、多目的運動場を開

放しております。 

 

 

（２）本部企画「フリーマーケット」参加者募集 

今年度実施予定の本部企画のうち、フリーマーケットで参加者を募集します。 

【概要】 

みやこ祭期間中、フリーマーケットに参加してくださる方を募集します。参加日時は

ご都合の良いときのみで構いません。 

 

【開催日時】 

１１月２日（木）・３日（金・祝）・４日（土） 

１１：００～１６：００ 
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【場所】 

牧野標本館前並木道 

【参加申請方法】 

みやこ祭のホームページに後日記載する PDF をダウンロードし、必要事項を記入し

た上で学生ホール２０６ 大学祭実行委員会室までお越しください。 

 

質問等がございましたら、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。 

メールアドレス：mepo.furima@gmail.com 

（右の QR コードからも読み取れます） 

 

 

 

 

 

（３）第１回 Mu-Fes 会議のお知らせ 

１０月２日（月）に第 1回 Mu-Fes 会議を行います。 

参加申請の説明等を行う重要な会議になりますので、本部企画「music festival」に 

参加したい団体は、必ず参加してください。 

 

日時：１０月２日（月） 

場所：未定（後日お知らせいたします。） 

※ music festival に参加する方は必ず参加するよう、お願いします。 

 

以下の内容を予定しております。 

(項目)  １. 参加申請について 

２. 手伝いについて 

３. 参加費について 

４. 安全委員会からの諸注意 

５. その他 

 

参加申請受付期間：１０月２日（月）～１０月６日（金）１２：００～１７：００ 

mailto:mepo.furima@gmail.com
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（４）本部企画「Projection Mapping」について 

本部企画「Projection Mapping」を行うにあたり、以下のご協力をお願いします。 

 

① 室内の光が投影の妨げとなる恐れがあるため、１号館中庭に面する教室の窓に暗幕

を設置させていただきます。 

② １号館教室を使用する団体、及び１号館中庭にて模擬店を出店する団体の方々には、

本企画実施に伴う音出しの実施の了承をお願いします。また、本企画の音響の妨げ

となる恐れがある各団体の音出しには制限をかけさせていただく可能性がありま

す。 

 

詳細は決定し次第、今後の参加準備会議およびメール等にてお知らせします。 

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 
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４．チームｅｃｏ紹介 

◆ 方針 
 みやこ祭では大量のごみが排出され、環境への大きな負担がかかります。そこで大学

祭実行委員会では、チームｅｃｏを発足し、来場者や参加団体の方々に環境について考

えてもらうとともに、環境に優しい大学祭作りを目指していきたいと考えております。 

 

◆ 活動内容 

① ごみ分別の促進 

② エコプレートの使用推奨 

③ ペットボトルキャップの回収 

※ 今年度の大学祭期間中は昨年度行った廃油回収は行いません。詳細は p.3の「（２）

廃油について」にて記載の通りです。 

  

環境への負担を減らすため、今年度もごみの８分別を継続していきます。さらに、模

擬店で使用する容器に、環境に配慮された容器（エコプレート）の使用を推奨すること

で、環境に優しい大学祭を作っていきたいと考えております。 

 また、同時にペットボトルのキャップを回収し、NPO 法人を通して世界の子どもた

ちにワクチンを贈る活動を行っております。 

 環境に優しい大学祭作りのため、ご理解とご協力のほどお願いします。 
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５．事務局より 

（１）参加形態ごとの会議について 

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。 

 

① 屋内参加申請団体 

■ 部屋割会議 

日程：７月２０日（木） 

時間：１６：３０～（受付開始１６：００～） 

場所：未定 

内容：部屋割決定・承認、フロア代表選出、今後の事務手続きの確認等をします。 

 

② 特別参加申請団体 

■  タイムテーブル会議 

日程：８月２１日（月） 

時間：未定 

場所：未定 

内容：各団体が使用する日時・施設の調整および決定をします。 

 

③ 模擬店参加申請団体 

■ 模擬店抽選会議 

日程：７月１３日（木） 

時間：１６：３０～（受付開始１６：００～） 

場所：未定 

  内容：模擬店参加申請数が規定数を超えた場合、営業形態を決定する模擬店抽選を

行います。くじによる抽選で、３日間営業か他団体と営業日数を分けての共

有営業かを決定します。 
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■ 第１回 模擬店設置会議 

日程：９月１４日（木） 

時間：第３回 みやこ祭参加準備会議終了後 

場所：未定 

 

■ 第２回 模擬店設置会議 

日程：９月２８日（木） 

時間：第４回 みやこ祭参加準備会議終了後 

場所：未定 

 

■ 第３回 模擬店設置会議 

日程：１０月１９日（木） 

時間：未定 

場所：未定 

内容：模擬店設置場所の決定や、模擬店参加に必要な各種申請書の配布、模擬店経

費の集金、大学祭当日の流れについてなどの説明をします。 

※ 各団体必ず代表者の出席をお願いします。 

※ 各会議の時間および場所の詳細は、決定し次第大学祭実行委員会からご連絡します。 

※ 会議にやむを得ず出席できない場合は、参加形態別のメールアドレスにご連絡ください。 

 

〈各参加形態別連絡先〉 

屋内参加団体  mepo.okunai13th@gmail.com 

模擬店参加団体 mepo.mogiten13th@gmail.com 

特別参加団体  mepo.tokusan13th@gmail.com 

       

 

 

 

 

屋内参加        模擬店参加       特別参加 

※ 無断で欠席された場合、ご希望に沿えなくなる可能性があります。ご了承ください。 

mailto:mepo.okunai13th@gmail.com
mailto:mepo.mogiten13th@gmail.com
mailto:mepo.tokusan13th@gmail.com
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（２）参加申請の締め切り 

  本日、６月１５日（木）は参加申請の締め切り日となっています。 

本会議終了後、参加申請の受付を行います。黒板の図に従って移動するようお願い

します。 

  

※ 本日２０：００以降の申請は原則認めておりません。やむを得ず期限までに申請で

きない場合は、大学祭実行委員会までご相談ください。 
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６．その他 

◆ 今後の会議予定 

 

■ 第２回 大学祭総会 

日程：６月２９日（木） 

時間：１６：３０～（受付１６：００～） 

場所：１１号館２０４番教室（予定） 

 

■ 第３回 みやこ祭参加準備会議 

 日程：９月１４日（木） 

 時間：未定 

 場所：未定 

 

■ 第４回 みやこ祭参加準備会議 

 日程：９月２８日（木） 

 時間：未定 

 場所：未定 

 

■ 第５回 みやこ祭参加準備会議 

 日程：１０月１９日（木） 

 時間：１６：３０～（受付開始１６：００～） 

 場所：未定 

 

※ 参加形態別の会議の日程は p.13～14をご確認ください。 
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mailto:mepo.jimukyoku13th@gmail.com
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