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１．安全委員会より 

（１）装飾について 

  大学祭期間中の汚損・破損を防ぐために、装飾を行う際には以下の注意事項を守る

ようお願いします。 

  また、提出いただいた装飾案に記載されていない装飾を行っているのを発見した場

合、取り外させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 

  提出いただきました装飾案に何か問題があった場合には、９月３０日（土）までに

安全委員会より安全管理責任者までご連絡いたします。 

 

 【共通の注意事項】 

  ・接着はすべて養生テープのみとする 

  ・公序良俗に反するものは禁止する 

  ・その他安全委員会本部が危険であると判断したものは禁止とする 

 

 ① 模擬店参加団体 

  ・テント天幕への装飾の直接接着は禁止とする 

  ・天幕内に収まるように装飾を行う 

  ・テントのパイプへの装飾は養生テープによる装飾のみ許可する 

  ・与えられたテントの範囲内で、テント天幕へ届かない程度の大きさの看板等の設

置は許可する。 

・ただし、設置の際は立てかけず、周囲を固定する、または自立させること。下部

には重石（１kg程度）を取り付ける 

  ・火気使用に影響のあるものは設置しない（例：風船） 

  ・火気の周辺１ｍ以内には装飾を行わない 

 

 ② 屋内参加団体 

・窓への接着は汚損・破損の原因となる恐れがあるため、窓枠のみの接着を認める。 

・明らかに通行の妨げになっていると安全委員会が判断した場合、邪魔にならない

ように壁際に寄せてもらうよう注意する。それが不可能なら教室内に納めるよう

注意を行う 
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＜教室内の装飾＞ 

箇所 特記事項 

床 教室内の機器設備には設置しない 

壁 教室内の機器設備には設置しない 

黒板 
チョークは各団体で用意した物のみの使用とし、テープ類の使用は認め

ない 

扉 開閉が可能であり、通行が可能である程度まで認める 

天井 

教室内の機器設備には設置せず、養生テープで周囲を固定する 

また、糸などを用いて物を垂らすなど、落下の危険性のある装飾は認め

ない 

窓 窓枠への装飾のみ認める 

 

＜教室外の装飾＞ 

  自分の教室側の廊下１／４程度のみ認める。 

箇所 特記事項 

壁 自団体の使用する教室側のみ認める 

扉 開閉が可能であり、通行が可能である程度まで認める 

天井 
大学内の機器設備には設置せず、教室内と同様に糸などを用いて物を垂

らすなどの落下の危険性のある装飾は認めない 

上記

以外 
通行の妨げにならない、かつ自団体の使用する教室沿いのみ認める 

 

◇ １号館 

物 特記事項 

看板 看板下部に重石(１kg程度)を取り付け、自立させる 

机 ５個 

椅子

のみ 
５個 

上記

以外 
教室内の機器設備上には設置しない 
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◇ ７号館 

・スタジオを利用する場合、スタジオ周辺の廊下 4 分の１程度のみの装飾を認める。 

なお、その他教室の廊下への装飾は認めない。 

※ スタジオ前 

物 特記事項 

看板 
スタジオ正面入口脇 

看板下部には重石(１kg)を取り付け、自立させる 

机 使用する教室周囲に２個まで 

椅子

のみ 
使用する教室周囲に３個まで 

上記

以外 
教室内の機器設備上には設置しない 

 

 ③特別参加団体 

◇ 講堂使用団体 

・舞台で使用するものを講堂外から持ち込む場合は、装飾案に記載した方法で行う

こと 

 

◇ イベントステージ装飾 

・装飾は基本的にステージ上に限る。ただし、看板の設置はステージ下とする 

・イベントステージ下のスペースを装飾で使う場合は安全委員会と相談の上、認め

られた場合のみとする 

・看板を立てる場合はステージの高さを超えない 1枚看板までの大きさとし、１ｋｇ

以上の重石を看板下部に取り付け、固定する。 

・イベントステージ後ろの看板周辺に装飾する際は、塗料がはがれないように、看

板全体を隠さず、看板枠及び周囲で養生テープまたは重石を使用した装飾のみを

許可する 

・火気の使用は使用方法を明示した上で、安全委員会の許可を得た場合のみ許可する 

※  火気を固定し且つ火気周辺に引火する可能性のあるものを置かない、且つ火気周

辺は囲いを行い、警備を常時配置可能である場合のみ許可する。 
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◇ １号館１１０・１２０番教室 

＜教室内＞ 

箇所 
装飾 

可・不可 
特記事項 

床 可 教室内の機器設備には設置しない 

壁 可 教室内の機器設備には設置しない 

黒板 可 チョークは各団体が用意した物を使用する、テープの使用は不可 

扉 可 開閉が可能であり、通行が可能である程度まで認める 

天井 不可  

窓 可 窓枠への装飾のみ認める 

 

＜教室外＞ 

※ 廊下は自団体の使用する教室側の壁沿い４分の１程度使用可能 

箇所 
装飾 

可・不可 
特記事項 

壁 可 自団体の使用する教室側のみ認める 

扉 可 開閉が可能であり、通行の確保をしておくようにする 

天井 不可  

上記以外 可 通行の妨げにならないかつ、自団体の使用する教室側のみ認める 

 

＜教室外の物品設置＞ 

物 
設置 

可・不可 
特記事項 

看板 可 

扉の大きさを超えず 1枚看板で、足のある看板のときは下部に重

石(１Kg)を取り付ける 

看板を立てかける場合は椅子を設置し、養生テープを用いて固定

する 

机 可 ２個 

椅子のみ 可 ３個 

上記以外 可 通行の妨げにならないかつ、自団体の使用する教室沿いのみ 
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（２）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で管理します。下記の注意

事項を守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１０月

３１日（火）までに各団体で剥がしてください。 

   

 ＜大学祭用ビラの掲示日＞ 

 １１月１日（水）大学祭準備日 １１：００から 

 ＜大学祭用ビラの撤去日＞ 

 １１月５日（日）大学祭後片付け日 １５：００まで 

  団体で掲示したビラはすべてこの日に責任をもって剥がしてください。その際に、

設置に使用した接着剤は必ずすべて取るようにお願いします。 

 

 ＜大学祭用ビラの掲示に関する注意事項＞ 

 ◇ １号館、７号館 

 場所：掲示板 

 ※ １号館１階、７号館１階窓口付近の大学が使用している掲示板（ベージュのも

の）は除く。 

 接着剤：養生テープ 

 枚数・大きさ：各掲示板１枚、サイズはＡ３まで 

 

 ◇ 学生ホール 

 場所：掲示板 

 ※ 学生ホール１階購買横の通路の壁は上記の既存撤去の際に完全に撤去する。 

 接着剤：養生テープ 

 枚数・大きさ：各掲示板１枚、サイズはＡ３まで 

 

 ◇ ビラ専用掲示板 

 場所：１号館と講堂の間の並木道 

 接着剤：養生テープ 

 枚数・大きさ：各団体１枚のみ、サイズはＡ３まで 
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 ＊ 共通 

 ・内容：大学祭に関係するもの 

 ・接着は養生テープのみ 

 ・掲示物には「団体名、企画名、企画場所、（模擬店のみ）模擬店番号」を明記する

こと 

 ・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 

 ・公序良俗に反するものは認めない 

 ・上記場所以外またはその他屋外へのビラ・掲示物の設置は景観を損ねる恐れがある

ため認めない 

 ※ 今年度は生協購買部横の屋内スペースへのビラの掲示は禁止です。 
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（３）飲酒について 

  第３回 みやこ祭参加準備会議にて、飲酒に関するアピールを提示しましたが、大

学祭実行委員会は参加団体の皆様に安全な飲酒を心がけていただくために、ここで

もう一度飲酒に関するアピールを提示します。ご理解・ご協力をお願いします。 

 

  第１３回みやこ祭 飲酒に関するルール 

危険飲酒、見ています。 
  今年度の大学祭も飲酒解禁のもと行われますが、大学祭期間中は以下の点に十分

に注意して飲酒してください。 

  

  ・一気飲みをしない、させない 

  ・無理に飲ませない 

  ・体調を考えて飲む 

  ・無理なお酒は断る 

  ・周りに不快感を与えない 

  ・未成年には飲ませない 

  ・自転車・バイク・自動車で来たら飲まない 

  ・汚したところはきれいにする 

  ・屋内での飲酒を全面禁止にする 

 

  一気飲みやコールなどの危険飲酒を行っているのを発見した場合、名前を控えさ

せていただく可能性があります。さらに、大学祭期間中に飲酒に関する問題が起き

た場合、来年度以降の飲酒も含め、以降の以後の大学祭期間中における飲酒が禁止

となる恐れや、大学祭自体の実施がなくなる恐れがあります。 

 

＜飲酒に関する問題について＞ 

  悪質な飲み方をしている団体に対しては、大きな問題に発展する前に安全委員会

から『警告』を行います。警告を受けても改善が見られない場合、飲酒に関する問

題を起こしたとみなし処分します。 

  今年度も未成年飲酒・飲酒運転を大きな問題と捉え、対策を講じていきます。そ

のような問題を起こした団体は、供託金没収を始めとした厳しい処分を行います。 
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（４）安全管理責任者会議について 

  今年度の安全管理責任者会議は、大学祭の安全防災について参加団体の皆様に理

解を深めていただき、円滑な運営を行うために２回開催することとなりました。 

日時に関しては以下に記載の通りです。ご確認ください。 

 

 ・第１回 安全管理責任者会議 

  日程：１０月１８日（水）１９日（木） 

時間：１６：３０（受付１６：００～） 

場所：１１号館２０４番教室（予定） 

 

 ・第２回 安全管理責任者会議 

  日程：１０月２５日（水）２６日（木） 

  時間：１６：３０（受付１６：００～） 

  場所：１１号館２０４番教室（予定） 

 

  どちらの会議も２日間設定されていますので、安全管理責任者の方のご都合の良

い日程でお越しください。内容は同じですので、１つの会議に２日間両方とも参加

する必要はありません。 

  万が一、緊急の用事などにより上記の日程の会議に参加するのが難しい場合、個

別に対応いたしますので会議前日までに、安全委員会（sp.main13th@gmail.com）ま

でご連絡ください。なお、会議の代理出席は認めません。必ず、安全管理責任者本

人がお越しください。 

 

（５）アルコール講習会について 

  第５回 みやこ祭参加準備会議にて、健康支援センター主催のアルコール講習会が

行われます。近年飲酒による事故が多く発生しており、大学内でも飲酒に関する事

故が発生してしまっていることから、今年度は外部の講師の方をお呼びして講習会

を行うこととなりました。 

  大学祭に参加するうえで、大変重要な講習会となります。団体の代表者の方、安

全管理責任者の方両方が出席するようお願いいたします。 
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（６）清掃・ごみ処理について 

【各団体で使用した施設の清掃について】 

   各団体で使用する施設は、各団体で管理していただきます。施設は大学から借

りて使用しているものですので、絶対に汚損・破損の無いようにお願いします。 

  また、各日の企画や営業を終了する際には各フロア・ブロック代表団体から配布

される「企画（営業）終了チェックシート」を記入し、各フロア・ブロック代表

団体に提出してから撤収してください。 

後片付け日には原状復帰として、各団体が使用した場所を元通りの状態に戻す作

業をしていただきます。安全委員会のチェックを受けてから撤収してください。 

 

【トイレ・流し場の清掃について】 

   トイレ・流し場はこちらで振り分けた「トイレ・流し場清掃団体」に清掃して

いただきます。 

   それぞれの清掃団体の方には１日のうち１１：３０ / １４：３０ / １７：３０

の３回、それぞれ振り分けられた場所の清掃をしていただきます。時間になった

ら安全委員会本部に清掃用具、清掃チェックシートを受け取りに来ていただき、

清掃終了後、清掃チェックシートの提出と清掃用具の返却のため安全委員会本部

まで来ていただきます。 

 

【各団体で出たごみの廃棄について】 

   各参加団体で８種類の分別が可能となるようなごみ箱を設置してください。 

また、そのごみ箱はテントの奥に設置して団体内で分別ができるようにしてくだ

さい。 

   安全委員会が用意する段ボール製の仮設ごみ箱は来場者用のごみ箱ですので団

体で出たごみを廃棄しないでください。また、各団体で使用するごみ袋は、分別

状況をチェックしやすいよう透明なごみ袋を使用してください。透明なごみ袋を

使用していない場合、分別状況が悪い場合、仮設ごみ集積所にて、中身を出して

チェックを行います。 

今年度のごみは９号館裏駐車場にて回収します。 
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【来場者用ごみ箱の管理について】 

   大学祭期間中は来場者が出したごみを回収するため、安全委員会が作成した段

ボール製のごみ箱を構内各所に設置します。これらのごみ箱の管理も、各団体に

行っていただきます。 

担当になった団体には、ごみの分別・廃棄、ごみ袋の交換を行っていただきます。

ごみ袋は安全委員会が用意します。 

 

（７）駐車・駐輪規制について 

【大学祭期間中の車両の入構について】 

大学祭期間中は、臨時入構許可証を発行された団体・団体委託業者のみ、車両

での入構が可能となります。申請を行った団体には、１０月２５日（水）の安全

管理責任者会議にて臨時入構許可証申請書の団体控え・預り金と引き換えに臨時

入構許可証を交付します。会議の際には、臨時入構許可証申請書の団体控え・預

り金・学生証を忘れずにお持ちください。 

今年度も、臨時入構許可証を日毎に東門にて回収します。また、委託した業者

車両の臨時入構許可証も東門にて日毎に回収しますので業者の方に忘れずに伝え

るようお願いします。 

 

【入構の際の注意事項】 

・申請していない団体・団体委託業者は一切入構できません 

・車両は東門より入構してください。入構時は東門入構ゲートで一時停止し、臨時

入構許可証を提示してください。その後、指示を受けて駐車・積み下ろしを行っ

てください 

・積み下ろしは旧第３バイク駐輪場及び第３駐車場で行ってください。この駐車場

の使用時間は１５分までとなっています。必ず時間内に積み下ろしを終えてくだ

さい 

・長時間の駐車をする場合は、第６・第７駐車場を利用してください 

・団体委託業者は長時間の駐車をすることができません 

・例年、積み下ろしを路上で行う団体が見受けられます。絶対に路上駐車を行わな

いでください 
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【退構の際の注意】 

・退構の際は、必ず臨時入構許可証を東門ロータリーで返却してから退構してくださ

い。返却していただけない場合、預かり金は返却できません。来年度の車両入構が

認められなくなる場合もありますので必ず許可証を返却するようにしてください。 

・昨年度臨時入構許可証未返却の団体で、今年度も未返却であった場合は来年度の

発行を取りやめとします 

 

また、本日は臨時入構許可証申請書の締め切り日です。まだ提出されていない

団体の方は、２０：００までに大学祭実行委員会 学生ホール２０１（談話室）

まで安全管理責任者の方がお越しください。なお、その際に学生証と団体控えを

忘れないようお持ちください。 

 

【自転車移動について】 

  大学祭開催に当たり、今年度も以下の通り自転車の移動を行います。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 

ースの確保のため撤去先となっている駐輪場にとめている場合は、自転車の事前の移 

動をお願いします。 

 

大学祭期間中の模擬店設置スペース確保のための自転車移動 

実施日：１０月３１日（火） ２１：００～ 

※ 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よろしくお願いします。 

 

撤去対象場所 撤去先 

インフォメーションギャラリー 講堂裏駐輪場 

ＡＶ棟前 

１号館中庭奥駐輪場 
学生ホール周辺 

図書館前 

１号橋 

体育棟前 １２号館地下駐輪場 
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【花火打ち上げによる駐車場・駐輪場の封鎖について】 

・花火打ち上げにより、万が一火の粉が降ってきて車両の塗装が剥げてしまうこと

を防ぐために、１１月４日（土）１５：００から１９：３０まで第６・第７駐車

場を封鎖します。１５：００までに、車両を撤去し、この時間内には絶対に駐車

しないでください 

・１１月４日（土）１５：００から１９：３０まで体育棟横駐輪場も封鎖します 

この間は多目的裏駐輪場に駐輪するようにしてください 

・この時間に駐車した場合、自己責任とし、大学祭実行委員会は一切の保障をいた

しませんのでご注意ください 

 

ご理解・ご協力をお願いします。 
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（８）各参加団体の役割分担について 

 今年度の各参加団体の役割分担は以下の通りになりました。 

 

【代表団体】 

フロア代表 ブロック代表 

Ａ ＡＲ会 Ａ 体育会男子バレーボール部 

Ｂ オーディオ研究会 Ｂ 体育会陸上部 

Ｃ 劇団時計 Ｃ ロッカー管理常任委員会 

Ｄ 推理小説研究会 Ｄ 体育会剣道部 

  Ｅ 星の広場の会 

  Ｆ 体育会ハンドボール部 

  Ｇ 体育会柔道部 

 

 

【ごみ箱担当団体】 

屋内 

１ 

１
号
館 

１２０横 Unplugged １０９番教室 

２ １１０横 O.T.K １０５番教室 

３ １０７横 文藝部 １０７番教室 

４ １０３前 鉄道研究会 １０３番教室 

５ ２３０前 人力飛行機研究会 MaPPL ２３０番教室 

６ ２１０前 世界民謡研究会研究会 ２０６番教室 

７ ２０５前 フォークソング研究会 ２０３番教室 

８ ２０１前 首都大学東京ポケモンサークル めとぽけ ２０１番教室 

９ ＡＶ棟２階 美術工芸研究会 

１０ ロッカー 美術部 

１１ ３０１前 首都大学東京管弦楽団 

１２ 
７
号
館 

スタジオ横 児童文化研究会 

１３ ２３０前 漫画研究会 

１４ ２２１横 茶道研究会 
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屋外 

☆１ B 類バレーボール部 

☆２ メトロナビ運営委員会 

☆３ 星泳会 

☆４ 古典ギター部 

☆５ 人力飛行機研究会 MaPLL 

☆６ 体育会卓球部 

☆７ 軟式野球サークル RaD 

☆８ 体育会自転車部 

☆９ インダスマルシェ 

☆１０ 三曲会 

☆１１ 山岳部 

☆１２  司法問題研究会 

☆１３ お散歩サークル 

☆１４ Pluma 

☆１５ 漫画研究会 

☆１６ 映画サークル KINO 

☆１７ 体育会ヨット部 

 

※ 屋外に設置される汁物ごみ用ポリバケツは安全委員会で管理します。 
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【トイレ・流し場清掃団体】 

１日目：１１月２日（木） 

 場所 団体名 

ト
イ
レ 

講堂 大ホール 快活温泉サークル p-bow 

１号館 

１１０横 JAZZ 研究会 

２１０横 TMU Close up Magic Circle 

ロッカー横 映画サークル KINO 

ＡＶ棟 首都大学東京管弦楽団 

３１０横 放送研究会 

７号館 
スタジオ横 マイクロコンピュータ研究会 

２階 書道部 

学生ホール 

学生ホール１階 総合文化交流会mediaβ 

学生ホール２階 体育会バドミントン部 

学生ホール３階 クイズ研究会 

学生ホール４階 ゴルフ部 

学生ホール５階 Persimmon.T.C 

流
し
場 

仮設流し場 

１倉横（７号館脇） J-BOY 

牧野標本館前 体育会サッカー部 

１号館中庭 合氣道部 

学生ホール 

学生ホール１階 B 類テニス部 

学生ホール２階 首都大学東京吹奏楽団 

学生ホール３階 大原子ども会 

学生ホール４階 ESS 

学生ホール５階 環境サークル nature 
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２日目：１１月３日（金・祝） 

 場所 団体名 

ト
イ
レ 

講堂 大ホール das Lied 

１号館 

１１０横 フェス部 

２１０横 テコンドー部 

ロッカー横 国際交流サークル HANDs 

ＡＶ棟 少林寺拳法部 

３１０横 パワーリフティング部 

７号館 
スタジオ横 ボードゲーム研究会 

２階 Hachioji CARP Center 

学生ホール 

学生ホール１階 地理環境コース１年 

学生ホール２階 料理 caesar 

学生ホール３階 GHF 

学生ホール４階 TEXNITIS 

学生ホール５階 エンターテイメントサークルＰａＬ 

流
し
場 

仮設流し場 

１倉横（７号館脇） A.T.L 

牧野標本館前 カルぺ 

１号館中庭 書道部 

学生ホール 

学生ホール１階 金スノ 

学生ホール２階 アイリッシュケルト音楽研究会 

学生ホール３階 都市環境学部建築都市コース 

ピッチピチの１年生 

学生ホール４階 体操部 

学生ホール５階 FC UNO 
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３日目：１１月４日（土） 

 場所 団体名 

ト
イ
レ 

講堂 大ホール BBC 

１号館 

１１０横 Revolver 

２１０横 TMU Close up Magic Circle 

ロッカー横 Team”Lamp” 

ＡＶ棟 JAZZ 研究会 

３１０横 Ｂ類バドミントン部 

７号館 
スタジオ横 軟式野球部 

２階 水泳部 

学生ホール 

学生ホール１階 体育会サッカー部 

学生ホール２階 東日本きずなプロジェクト 

学生ホール３階 ソフトテニス部 

学生ホール４階 法学研究会 

学生ホール５階 RSS ロシア研究会 

流
し
場 

仮設流し場 

１倉横（７号館脇） J-BOY 

牧野標本館前 地理環境コース１年 

１号館中庭 ラフ BALLER 

学生ホール 

学生ホール１階 大原子ども会 

学生ホール２階 ESS 

学生ホール３階 地理環境コース１年 

学生ホール４階 首都大学東京乃木坂欅坂同好会 

Hügel 

学生ホール５階 ゴルフ部 
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２．商業施設の利用について 

（１）イトーヨーカドーの段ボールの利用について 

 大学祭準備において、段ボールを使用する団体が増えると考えられます。例年、店

頭の商品購入者専用の段ボール置場から無断で大量にダンボールを運び出す団体がい

るため、イトーヨーカドーから苦情がきています。過去に大学祭実行委員会がイトー

ヨーカドーと各団体を仲介したこともありましたが、受け取り可能な時間および枚数

の制限が厳しいことや、申請した枚数通りに受け取れない団体が出たため、今年度も

昨年度に引き続きイトーヨーカドーの段ボールの使用を禁止します。各団体、早い時

期から大学祭で必要になるダンボールを各自の家およびイトーヨーカドー以外の施設

から入手しておくようにお願いします。 

 近隣の商業施設へ迷惑をかけずに大学祭を行うために、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

（２）商業施設を利用する際の注意 

例年、大学祭が近づくにつれて大学祭の準備に向けて近隣のスーパーマーケットや

ホームセンターなどの商業施設を利用することが増えてくると考えられます。大学祭

準備の時期とは限りませんが、この時期にショッピングカートや買い物カゴを持ち出

し、学内に放置するという例が多く見受けられます。 

 今年度も大学祭準備から大学祭期間中においては、いかなる場合でも近隣の商業施設の

ショッピングカートや買い物カゴの持ち出し・大学構内への持ち込みを禁止とします。 

ご理解・ご協力をお願いします。 
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３．渉外局より 

◆ 協賛企業の紹介 

大学祭実行委員会は一般企業に協賛をいただいており、頂いた協賛金や物品はみ

やこ祭をより発展させるため、また、参加していただける団体の方々のために使わ

せていただいております。 

そこで、第１３回みやこ祭に参加していただく団体の皆様にもご協力をお願いし

たいと考えております。 

 

● 株式会社コスモエージェンシー 

   株式会社コスモエージェンシーは学生を専門に割安な料金で合宿・旅行を扱って

いる旅行会社です。 

 

今回、アンケート実施のご依頼を受けました。別紙のアンケートをご覧ください。 

  多くの団体様にアンケートにお答えいただけると、物品協賛品としてディズニーペ

アチケット１組をいただけます。なお、このチケットは大学祭期間中、本部テント

にて行われます福引の景品とさせていただく予定です。 

 

  少し時間をとりますので、ご記入をお願いします。 

  

  会議終了後に、出口にいるアンケート回収係の者に提出をお願いします。 

 

 

※ 企業協賛に関わる質問等がございましたら、お手数ですが下記のメールアドレ

スまでご連絡ください。 

 

メールアドレス: tmu.fes.s@gmail.com  

(右の QR コードからも読み取れます) 

 

 

 

より良いみやこ祭を作るためにご協力お願いいたします。 
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４．その他 

◆ 今後の会議日程 

・第５回 みやこ祭参加準備会議 

 日時：１０月１２日（木）１６：３０～（受付１６：００～） 

 場所：講堂小ホール 

 

・第１３回みやこ祭 全体準備会議 

 日時：１１月１日（水） １０：００～（受付９：３０～） 

 場所：１号館１２０番教室 

 

・第１３回みやこ祭 全体後片付け会議 

 日時：１１月５日（日） １０：００～（受付９：３０～） 

 場所：１号館１２０番教室 

 

・第３回 大学祭総会 

 日時：１１月１６日（木）１６：３０～（受付１６：００） 

 場所：未定 

 

・第１３回みやこ祭 報告会議 

 日時：未定 

 場所：未定 
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