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Ｃスクエア企画ステージ企画室内企画室外企画

「飲食物提供許可願」   　　　　　　　　→p.35
6 月 24 日（月）～   28 日（金）　13：00  ～  18：00

Ｃスクエア小ホール
7月 2日（火）17：00 ～

「出演者承諾書」　         →p.49
7 月 5日（金）～ 12日 （金）

「安全対策書」　　　　  →p.45
「出演者承諾書」　　　  →p.49
10 月 4日（金）～  11 日（金）

参加団体総会
10月 14 日（月）　15：10  ～   /  17：00  ～

→p.25
9号館クレセントホール

「援助金関係書類」　　11月 11 日（月）  ～  15 日（金） →p.51

前夜祭　　10月 31 日（木）　　　白門祭　　11月 1日（金） ～ 4 日（月）

7月 5日（金）～  12 日（金）

9号館クレセントホール

室外企画抽選会　    →p.11
7 月 4日（木）17：00 ～

7月 5日（金）～  12 日（金）
「安全対策書」　　         →p.45

「マイク・プロジェクター設置依頼書」

「出演者承諾書」　          →p.49
7 月 5日（金）～ 12 日（金）

          →p.43

Ｃスクエア小ホール

室内企画抽選会　　 →p.13
7 月 2日（火）17：00 ～

「木材購入申込書」
「氷購入・調理器材有料レンタル申込書」

 　　→p.41
 　　→p.41

9 月 25 日（水）～  27 日（金）

白門祭相談コーナー（任意参加） →p.25
6 月 17 日（月） ～  6 月 19 日（水）　13：00  ～  15：00 生協前白門祭実行委員会専用掲示板前

企業協賛企画説明会
6月 24 日（月）　17：10  ～  18：10

→p.25、53
Ｃスクエア小ホール

車輌入構抽選会 →p.19
10 月 7日（月）　12：40 ～

※申請団体数によっては抽選会を行いません

9号館クレセントホール

控室抽選会
10月 7日（月）　17：00 ～

→p.20
9号館クレセントホール

全団体必須

該当団体のみ

飲食説明会

Ｃスクエア小ホール

→p.25、35
6 月 24 日（月） 13：30 ～
6月 27 日（木） 13：30 ～ / 15：30 ～

6 月 26 日（水）13：30 ～ / 15：30 ～

ステージ企画説明会   →p.15

「安全対策書」
「出演者承諾書」

　    →p.45
　    →p.49

10 月 4日（金）15：40 ～
ステージ企画協議会   →p.15

Ｃスクエア中ホール

Ｃスクエア企画協議会 →p.17

ステージ企画説明会   →p.15
10 月 2日（水）15：40 ～
Ｃスクエア小ホール

7月 3日（水）15：40 ～
Ｃスクエア小ホール

「企画書」
6月 24 日（月） ～  28 日（金）　13：00 ～ 18：00

→p.7 ～ 34

「終夜同意書」
6月 24 日（月）  ～  28 日（金）　13：00  ～  18：00

→p.10

前期受付 (6 月～) を利用する場合
受付時間：13：00  ～  18：00（土日を除く）

受付場所： 白門祭実行委員会事務局（4208 号室）

企画書・その他申請書類

10月 7日（月）～  21 日（月）
「セッティング図」　　  →p.15
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受付時間：13：00 ～ 18：00（土日を除く） 全団体必須

該当団体のみ

Ｃスクエア企画ステージ企画室内企画室外企画

室外企画抽選会　     →p.11

9号館クレセントホール
10月 3日（木）17：00 ～

「安全対策書」　　          →p.45
10 月 4日（金）～  11 日（金）

「マイク・プロジェクター設置依頼書」
　　　　　　　　　　　　　　→p.43
10 月 4日（金）～   9 日（水）

「飲食物提供許可願」   　　　　　     →p.35
9 月 25 日（水）  ～  27 日（金）　13：00  ～  18：00

「援助金関係書類」
11月 11 日（月）  ～  15 日（金）

 　   →p.51

前夜祭　　10月 31 日（木）
白門祭　　11月    1 日（金）  ～  4 日（月）

「出演者承諾書」 　　　  →p.49
10 月 4日（金）～  11 日（金）

受付場所： 白門祭実行委員会事務局（4208 号室）

企画書・その他申請書類

Ｃスクエア中ホール
10月 1日（火）17：00 ～

Ｃスクエア企画協議会　→p.17

10 月 4日（金）～  11 日（金）

「安全対策書」　                →p.45
「出演者承諾書」                →p.49

後期受付 (9 月～) を利用する場合

「終夜同意書」
9月 25 日（水）  ～  27 日（金）　13：00  ～  18：00

→p.10

「企画書」
9月 25 日（水）～  27 日（金）　13：00  ～  18：00

→p.7 ～ 34

ステージ企画説明会
10月 2日（水）15：40 ～
Ｃスクエア小ホール

  →p.15

Ｃスクエア中ホール
10月 4日（金）15：40 ～

ステージ企画協議会　→p.15

Ｃスクエア中ホール

室内企画抽選会　    →p.13
10 月 1日（火）17：00 ～

「木材購入申込書」
「氷購入・調理器材有料レンタル申込書」

 →p.41
 →p.41

9月25日（水） ～  27日（金）　13 ： 00  ～  18 ： 00

「出演者承諾書」                →p.49
10 月 4日（金）～ 11 日（金）

飲食説明会 →p.25、35

   Ｃスクエア小ホール

9月 23 日（月）13：30 ～　　　9月 25 日（水） 13：30 ～ / 15：30 ～
9 月 27 日（金）  13：30 ～　　

白門祭相談コーナー（任意参加） →p.25
生協前白門祭実行委員会専用掲示板前9 月 25 日（水）～  27 日（金）　13：00  ～ 15：00

10 月 4日（金）～  11 日（金）

「安全対策書」　                →p.45
「出演者承諾書」                →p.49

控室抽選会 →p.20
9号館クレセントホール10 月 7日（月）17：00  ～

参加団体総会 →p.25
9号館クレセントホール10 月 14 日（月）15：10  ～  / 17：00  ～

10 月 7日（月）12：40  ～
車輌入構抽選会 →p.19

9号館クレセントホール
※申請団体数によっては抽選会を行いません

企業協賛企画説明会
9月 24 日（火）  ・  25 日（水）　17：10  ～  18：10

→p.25、53
Ｃスクエア小ホール

10月 7日（月）～  21 日（月）
「セッティング図」　　  →p.15



P.３ 1. 委員長挨拶

白門祭概要

P.5 3. 重要な変更点

P.4 2. 開催要項



 

◆はじめに 

 初めまして、第 53 回白門祭実行委員会委員長の山本航司です。この『参加者必携本』には、白門祭

で企画を行うにあたり必要となる手続きや白門祭における注意事項が記載されています。白門祭が終了

するまで紛失しないようお気を付けください。 

 参加団体の皆さまにむけて企画を行う際に事前に理解をしていただきたい白門祭の理念や白門祭に

関わる事項をこれから紹介していきます。 

◆白門祭の理念 

 白門祭は、前夜祭と本祭 4 日間の計 5 日間で行われ、総来場者数は約 5 万人を誇る関東最大規模の学

園祭です。学園祭は学生自らが作り上げる行事であり、白門祭は「中央大学生の自主性」という考えを

念頭においた以下の 2 つの理念のもとに開催されています。 

① 自治・文化活動発露の場 

 かつて中央大学には、学生の表現活動の自由が大きく制約されていた時代がありました。このような

背景から、白門祭は学生が日頃の活動の成果を思いのままに表現できる「文化活動発露の場」として存

在しています。表現する内容に関しては、手法・範囲ともに学生の自由な発想に基づく多種多様な企画

を推奨しています。しかし、自由は責任を果たすことのできる範囲で認められるべきであるため、当委

員会は学生により表現される文化活動が「自治」の範囲内であることを前提条件としています。 

② 地域に根ざした白門祭 

 我々中央大学生は、日頃より周辺地域の方々から様々な協力を得て大学生活を送っています。そのた

め、当委員会はお世話になっている地域の皆さまに恩返しをする場として白門祭を設け、地域の方々と

の親密な関係の形成と、地域に対する還元を目標として活動をしています。 

上記の理念より、当委員会は「自治」の範囲内であることを前提として、学生の自由な発想に基づく

企画を推奨しており、白門祭の根底にある学生の自主性を尊重するため、原則として「企画全面保障」

の立場をとっています。ただし、企画の保障を受けるためには当委員会の規定に従って説明会に参加し

た後、書類を提出し参加団体総会に出席していただく必要があります。なお、例外的に実施が認められ

ない企画については p.8「実施に制限がある企画」を参照してください。 

◆終わりに 

 白門祭は今年度で 53 回目の開催となります。この半世紀を超える歴史は、参加団体の皆さま、また、

来場者の皆さまのお力無くしては作り上げることの出来ないものです。学生を代表し厚く御礼申し上げ

ます。また、白門祭実行委員会は全中央大学生で構成されています。白門祭における責任と歴史の一端

を担っていることを意識しつつ、これからの白門祭を作り上げていただきたく思います。 

本年度からは新学部の設立ということもあり、Chuo Vision 2025 が着々と進行しているように思わ

れます。白門祭においても良き伝統を受け継ぎつつ、新たな挑戦をし、精進したいと考えておりますの

で、白門祭に関わっていただける全ての方々のご支援、ご協力の程今後ともよろしくお願い致します。 

 

 中央大学白門祭実行委員会 

委員長 山本 航司 

1 委員長挨拶 



 

◆第 53回白門祭テーマ 

白美秋麗 
流れゆく時代の中で、白門祭も半世紀が経過しました。それでもなお変わること無く中央大学を

支える白門の下で、真っ白なキャンバスに学生全体で描き上げる白門祭の美を今魅せましょう。 

第 53回白門祭が、新たな時代「令和」の門出に相応しい祭りになることを願います。 

◆開催スケジュール 

白門祭期間中（10月 31日 ～ 11月 4日）は授業が休講となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日程 11月 1日（金）～ 11月 4日（月） 

◆開門時間    08：00 ～ 23：00  ※原則として 8：00前の早朝入構は禁止です。 

◆企画実施可能時間 

 室外企画    09：00 ～ 19：00   aステージ企画   10：00 ～ 18：30 

 室内企画    09：30 ～ 19：00   Ｃスクエア企画   09：00 ～ 19：00 

◆注意事項 

・大学構内での飲酒行為および酒類、ノンアルコール飲料の持込を禁止します。 

・大学周辺地域の方々に迷惑となるため、演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行 

・為は、19：00までに終了してください。 

白門祭 

2 

 

◆日程 10月 31日（木） 

◆開門時間  

東門、正門        08：00 ～ 翌朝 8：00（24時間開門） 

西門、北門、モノレール口 08：00 ～ 23：00 

◆企画実施可能時間 

 室外企画 13：00 ～ 23：00 

 室内企画 13：30 ～ 翌朝 9：30（23：00以降の企画実施可能） 

Ｃスクエア企画    13：30 ～ 翌朝 9：00（23：00以降の企画実施可能） 

◆注意事項 

・大学構内での飲酒行為および酒類、ノンアルコール飲料の持込を禁止します。 

・ステージ企画の実施を希望する団体は、企画受付時に当委員会に相談してください。 

・大学周辺地域の方々に迷惑となるため、演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行

a 為は、19：00までに終了してください。 

, 

 

前夜祭 

2 開催要項 



 

以下の内容をよく読んだ上で、不明な点があれば当委員会に相談してください。 

◆Ｃスクエア企画について 

 今年度から会議室 A を利用することはできません。企画実施場所について詳しくは C スクエア企画

(p.17『企画分類別詳細・Cスクエア企画』）を参照してください。 

◆終夜について 

 今年度より、終夜を行う場合は企画書で申請した上で、終夜同意書（p.10『実施できる企画分類』参

照）を提出してください。 

◆学内全面禁煙について 

 受動喫煙防止の観点から今年度より、全ての喫煙所が閉鎖される予定です（5月 20日時点）。白門祭

期間中も同様に、全ての喫煙所は閉鎖となります。閉鎖される喫煙所については以下の図を参照してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆マイク・プロジェクターの使用について 

教室に備え付けのマイクおよびプロジェクターについて、今年度から企画実施時間内であれば使用時

間に制限がなくなりました。 

前期中に企画受付および各種抽選会、協議会を済ませた団体から優先的に使用することができます。 

◆エコ容器について 

 昨年度と同様に、エコ容器の販売は行いません。 

①  Ｃスクエア 1階入口東側 

②  2号館と図書館の間 

③  5・6号館北側 

④  9号館 1階 

3 重要な変更点 



●無料レンタルP.21

P.11

P.13

P.15

P.17

P.7 1. 受付について

P.8 2. 実施に制限がある企画

P.9 3. 実施できる企画分類

5. 利用できる無料サービス

4. 企画分類別詳細

企画を実施するにあたって

●室外企画
●室内企画
●ステージ企画
●Cスクエア企画

●車輌入構
●控室

P.19

P.20



 

受付には、前期受付と後期受付の 2種類があります。前期受付には以下のようなメリットがあります。 

 

 

 

 

 

 

※前期受付を利用したステージ企画以外の団体は、前期に行われる各種抽選会、協議会で企画実施場所

および企画実施日を決定します。そのため、後期受付を利用する団体は、前期で他団体の使用が決定

した企画実施場所を希望することはできません。 

（1）前後期ともに行われる企画受付・その他提出書類受付・説明会・各種抽選会・協議会 

 前期後期ともに実施・受付可能 

企画受付 
・室外企画        ・ステージ企画 

・室内企画        ・Ｃスクエア企画 

その他提出書類 

受付 

・飲食物提供許可願    ・マイク・プロジェクター設置依頼書 

・安全対策書       ・企業協賛企画関係書類 

・出演者承諾書      ・終夜同意書 

説明会・抽選会・協議会 

・飲食説明会       ・ステージ企画説明会 

・室外企画抽選会     ・Ｃスクエア企画協議会 

・室内企画抽選会     ・企業協賛企画説明会 

（2）後期にのみ行われる企画受付・その他提出書類受付・各種抽選会・協議会 

 後期のみ実施・受付可能 

その他提出書類 

受付 

・木材購入申込書     ・氷購入・調理器材有料レンタル申込書 

・援助金関係書類     ・セッティング図 

抽選会・協議会 ・ステージ企画協議会   ・控室抽選会   ・車輌入構抽選会 

・ステージ企画を実施する団体は、当冊子付属の「企画書」ではなく、別途配布された「ステージ企画

書」を提出してください。詳細は p.15「ステージ企画」を参照してください。 

・ステージ企画は前期受付を利用することもできますが「ステージ企画協議会」は後期にのみ行います。

前期受付を利用した場合でも使用ステージおよび希望日時は優先されません。 

・前期受付を利用する団体で「安全対策書」・「マイク・プロジェクター設置依頼書」・「出演者承諾書」

の提出が必要な団体は、7 月 12 日（金）までに提出してください。提出期間中に提出することができ

ない場合は、当委員会に連絡のうえ「マイク・プロジェクター設置依頼書」は 10 月 9 日（水）、「安

全対策書」・「出演者承諾書」は 10 月 11 日（金）までに提出してください。これらの書類は各種抽選

会、協議会で企画実施場所および企画実施日が決定してから提出してください。 

・前期受付を済ませたにも関わらず、前期の各種抽選会、協議会に参加しなかった場合、提出した「企

画書」は無効となります。 

・前期受付が無効となった後に再度企画の実施を希望する場合、後期受付の際に「企画書」を再提出し

後期の各種抽選会、協議会に参加してください。 

・企業協賛企画説明会では、企業協賛企画を実施するにあたって必要な書類を配布するので企業協賛企

画を希望する団体は必ず参加してください。 

・中央大学生には傷害保険が適用されますが、他大学生には適用されないので注意してください。 

1 受付について 

・前期中に企画受付および各種抽選会、協議会を済ませた団体から企画実施場所および企画実施日を決定しま

す。そのため、夏季休業や後期を企画の準備にあてることができ、より内容の充実を図ることができます。 

・無料レンタル（p.21『無料レンタル』参照）の物品、教室に備え付けのマイクおよびプロジェクター(p.43『マ

イク・プロジェクター設置依頼書』参照)は、前期中に企画受付および各種抽選会を済ませた団体から優先的

に借りることができます。 

前期受付のメリット 

注意事項 



 

 

◆禁止となる企画 

以下のいずれかにあてはまる企画は白門祭において「企画全面保障」（p.3『委員長挨拶』参照） 

の対象から外れるため、実施することはできません。 

・宗教企画 
宗教企画とは「学内外の宗教団体が思想信条に基づき、その布教および勧誘を目的とし、企画

と称して学生が宗教活動を行う企画」です。このような企画は、学生の主体性が欠如しやすいと

いう問題があります。そのため当委員会では、宗教と過度に結びついた企画については実施を認

めることができません。 

・差別企画 
差別企画とは「人種差別や性差別などの差別を伴う企画」です。しかし、何をもって差別とす

るのか、その判断を当委員会が明確に行うことは困難です。そこで、差別のおそれがある企画に

対して抗議があった際は、企画実施団体と抗議団体との間に話し合いの場を提供し、当委員会は

その仲裁に入ります。 

・ギャンブル性のある企画・賞金を提供する企画 
宝くじ、カジノなどギャンブル性のある企画および賞金を提供する企画は実施することができ

ません。ただし、賞品を提供する企画は実施することができます。 

・公序良俗に反する企画 
特定の個人や団体の利益を害するなどの公序良俗に反する企画は実施することができません。 

・酒類、ノンアルコール飲料提供企画 
酒類、ノンアルコール飲料提供企画は過去にあった飲酒事故が原因となり、実施することがで

きません。 

◆許可が必要となる企画 

以下の企画は白門祭において「企画全面保障」（p.3『委員長挨拶』参照）の対象から外れるため、 

実施する際は当委員会の許可が必要となります。 

・企業協賛企画 
企業協賛企画とは「自らの企画を実現する上で企業に対して正当な対価を支払い、金銭・物品

などの提供を受ける企画」です。企業協賛企画を実施するには「企画書」を提出した上で、当冊

子とは別に「企業協賛企画関係書類」を提出する必要があります(p.53『企業協賛企画』参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 実施に制限がある企画 



 

 

 
 

 
 
 
 

◆室外企画 

 

 
	 ペデストリアンデッキ上下、8号館前、 
セントラルプラザなどの屋外で企画を実施 
することができます。詳しくは p.11「室外 
企画」を参照してください。 
 
	 企画例 

	 	 ・飲食屋台 
	 	 ・露店販売 
 
※電源は 8 号館前のみ使用することが 

できます。 

 

◆室内企画 

 
 
 
	 主に各号館の教室で企画を実施すること 
ができます。詳しくは p.13「室内企画」を 
参照してください。 
 
	 企画例 

	 	 ・講演会	

	 	 ・展示会や体験会	

	 	 ・ライブパフォーマンス	

 

3 実施できる企画分類 

 

 

火気  電源  飲食  物販   終夜   

取扱い可能なもの 

※ 



 

 

 

◆ステージ企画 

	

	

	

	 屋外に設置された中央ステージと第二ス	

テージで企画を実施することができます。	

詳しくは p.15「ステージ企画」を参照して 
ください。 
 
 企画例 

	 	 ・ライブパフォーマンス	

	 	 ・ダンスパフォーマンス	

	

※飲食物は市販の個包装のものを未開封の状態でのみ提供することができます。	

	 その場合でも「飲食物提供許可願」（p.35『飲食物提供許可願』参照）の提出が必要です。	

	

◆Ｃスクエア企画  

	

	

	

	 Cスクエアで企画を実施することができ	
ます。詳しくは p.17「Cスクエア企画」を 
参照してください。 
 
 企画例 

	 	 ・コンサート	

	 	 ・展示会	

	 	 ・上映会	

	

	

	

 

※

中央ステージ
第二ステージ

 
前夜祭（10月31日）では、各企画の準備、室内・Cスクエア企画の実施のために必要である場
合のみ、企画実施教室や控室を施錠せず翌朝9時まで開放することができます。企画準備・企画実

施以外の目的での終夜をすることはできません。 
今年度より、終夜を行う場合は企画書で申請した上で、別紙の終夜同意書を提出してください 

 
当委員会では、物品や貴重品の紛失・盗難などについて一切の責任を負いかねます。 
 

終夜について 

 

（p.27『企画書の記入方法』参照）。また、終夜中の貴重品などの管理には特に注意してください。 



 

◆室外企画 

・ペデストリアンデッキ上下、8号館前、セントラルプラザのいずれかの場所で企画を実施することがで
きます。 
	 ※これらの場所以外で企画の実施を希望する場合は、企画受付時に当委員会に相談してください。 
・具体的な企画実施場所は「室外企画抽選会」（p.25『企画実施までのイベント・提出書類』参照）で決
定します。 
・前期で他団体の使用が決定した企画実施場所は、後期受付では希望することができません。	

・白門プロムナード（p.55『構内図』参照）では企画や宣伝を行うことができません。	

 
① ペデストリアンデッキ下（A ～ G ブロック） 

・原則として 1企画あたり 1スパン内（約 2.5m×約 2.5m）で企画を実施	 	 	 	  
することができます。なお、スパンの広さは場所によって若干の誤差が 
あります。 

② ペデストリアンデッキ上（Hブロック） 

・原則として 1企画あたり 2スパン内（約 2.5m×約 5m）で企画を実施 
	 することができます。 
③ 8 号館前 

・原則として 1企画あたり 2スパン内（約 2.5m×約 5m）で企画を実施 
	 することができます。 
・電源を使用することができます。電気容量は 10Aです。詳しくは、 
	 右ページの「電源を使用する場合」を参照してください。 
④ セントラルプラザ 

・セントラルプラザはスパンの区切りがないため、広さに関係なく企画を	

実施することができます。	

※セントラルプラザで企画の実施を希望する場合は、企画受付時に	

当委員会に相談してください。	

4 企画分類別詳細 

企画実施場所 
 

ペデストリアンデッキ下 

ペデストリアンデッキ上 

  8 号館前 

セントラルプラザ 



 

   原則として、火気はペデストリアンデッキ上下または 8号館前でのみ使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電源は 8号館前でのみ使用することができます。使用する場合は企画受付時に当委員会に相談してく

ださい。また、コンセントは 8号館のものを使用してください。なお、発電機は使用することができ

ません。 

・企画で屋台を使用する場合、当委員会から販売している木材を購入するか、各団体で木材を用意して

組み立ててください。木材の購入については p.41「木材購入申込書、氷購入・調理器材有料レンタル

申込書」を参照してください。 

・ペデストリアンデッキ上や 8号館前などの屋根のない企画実施場所は、雨天時に当委員会の判断で企

画を中止にする場合があります。 

・市販の個包装の飲食物のみを提供する場合でも「飲食物提供許可願」（p.35『飲食物提供許可願』参 

 照）を提出する必要があります。 

・白門祭での著作権等の取扱いについて、芸能人やアニメキャラクターのイラスト（手描きを含む）や 

写真などを権利者に無断で使用しての宣伝、販売行為は著作権法の下、禁止します。 

・ギャンブル性のある企画およびその他の制限がある企画（p.8 参照）は実施することができません。 

・参加費を徴収する企画に関しては、参加者に事前に企画内容を十分に説明し、同意を得てから参加費 

を徴収してください。 

・8号館前、セントラルプラザ、桜広場で企画を実施する団体、室外で体験企画やゲーム企画を実施す 

・る団体、その他当委員会が提出を必要と判断した企画を実施する団体は「安全対策書」（p.45『安全 

・対策書』参照）を必ず提出してください。その際、電源を使用する団体は、使用する電気機器の名称 

・とアンペア（A）数を具体的に記入してください。 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

  

 火気を使用する場合 
 

 
火気の使用制限 

白門祭期間中において火気による事故が 1件でも発生した際は、 

次年度以降の火気の使用が禁止となるおそれがあるので注意してください。 

 

電源を使用する場合 
 

屋台を使用する場合 
 

雨天時の対応 
 

注意事項 

・火災を防ぐため、市販の L 字型レンジガードを設置し、防火対策を必ず行ってください。自作のも 

のや、コの字型のものは使用することができません。 

 ・火気は可燃物（屋台の木材など）から15 cm以上離して設置し、使用中は近くに置かないでください。 

・カセットコンロを使用する際は、以下の行為を禁止します。 

 

・原則として、有料レンタルの器材またはカセットコンロ以外の火気の使用を禁止します。その他の 

火気の使用を希望する場合は、企画受付時に当委員会に相談してください。 

① 明らかに老朽化の激しいカセットコンロの使用 

 ② カセットコンロを覆うような大きな調理器材の使用 

 
③ カセットコンロを 2つ以上繋げての使用 

 
④ その他通常の使用方法とは異なる使用 

 ・ガスボンベを机の脚にヒモでくくりつけてください。 



 

 

 

◆室内企画 

・室内の各教室で企画を実施することができます。 

・具体的な号館や、教室の希望を受け付けることはできません。 

・具体的な企画実施場所は「室内企画抽選会」（p.25『企画実施までのイベント・提出書類』参照）

で決定します。なお、教室ごとに制限があるため、希望の教室にならない場合があります。 

・前期で他団体の使用が決定した企画実施場所および企画実施日は、後期受付では希望することが

できません。 

① 大教室 

・階段状になっている大規模な教室です。扇状と箱型の教室があります。 

（例：3号館 1・5F、8号館） 

・収容可能人数は約 300 ～ 600人です。電気容量は 3号館が 20A、8号館が 10Aです。 

 

 

 

 

 

② 中教室 

・平面になっている中規模な教室です。 

（例：3号館 3・4F、5号館 2F、6号館 1・2F、7号館 1・2F、11号館 2・4F） 

・収容可能人数は約 100 ～ 200人です。電気容量は 20A（11号館 2Fは 10A）です。 

 

 

 

 

 

③ 小教室 

・平面になっている小規模な教室です。 

（例：3号館 1・2F、5号館 4 ～ 7F、6号館 4 ～ 7F、7号館 4 ～ 7F） 

・収容可能人数は約 20 ～ 40人です。電気容量は 10Aです。 

 

 

 

 

 

 

企画実施場所 
 



 

テレビや DVDプレーヤーなどは使用することができません。 

・教室に備え付けのテレビや DVDプレーヤーなどは使用することができません。 

・当日にマイクおよびプロジェクターの使用を申請することはできません。教室に備え付けのマイク

およびプロジェクターを使用する団体は「マイク・プロジェクター設置依頼書」（p.43『マイク・プ

ロジェクター設置依頼書』参照）を提出してください。前期受付を利用する場合は 7 月 5 日（金）

～ 7月 12 日（金）の間、後期受付を利用する場合は 10月 4 日（金）～ 10月 9日（水）の間に

提出してください。 

・大教室、中教室での教卓、AV卓の移動は禁止です。 

・教室内の机を演奏やダンスなどのステージとして使用することはできません。 

・原則として、机や椅子などの教室備品を教室外に移動させることはできません。万が一、移動させ

た場合、撤収の際に教室備品を移動する前の状態に戻してください。 

・蛍光灯は取り外さないでください。学部棟全体の停電につながってしまうおそれがあります。 

・ボルトで固定された机や椅子は取り外さないでください。 

・ガムテープや接着剤を使用すると壁の塗装が剥がれたり、跡が残ったりするおそれがあるので壁や

床を装飾する際は、必ず養生テープまたはセロハンテープを使用してください。 

・蛍光灯やスクリーンおよびその周辺には装飾を行わないでください。 

・危険防止のため、窓への装飾は行わず常に開放できるようにしてください。 

・室内は火気厳禁です。タバコ、カセットコンロ、電熱器（IHヒーターなど）、お香、ろうそく、プ

ロパンガス、炭火は使用することができません。 

・アロマポットなど匂いの残るものは、火を使わないものであっても使用することはできません。 

・演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行為は、19：00 までに終了してください。 

・「安全対策書」（p.45『安全対策書』参照）は使用する電気機器の名称とアンペア（A）数を記入し、

必ず提出してください。 

・停電につながってしまうおそれがあるので、二重のタコ足配線（電源タップに別の電源タップを繋

いだ配線）は行わないでください。 

・市販の個包装の飲食物のみを提供する場合でも「飲食物提供許可願」（p.35『飲食物提供許可願』参

照）を必ず提出してください。 

・白門祭での著作権等の取扱いについて、以下の企画、行為は著作権法の下、禁止します。 

① 芸能人やアニメキャラクターのイラスト（手描きを含む）や写真などを権利者に無断で使用し

ての宣伝、販売行為 

② 権利者に無断でのレンタル DVDや購入した DVDを使用した上映会 

  ※上映会を実施する際は、権利者からの許可をとるか、専門業者の DVDを使用してください。 

・   ギャンブル性のある企画およびその他の制限がある企画（p.8 参照）は実施することができません。 

・参加費を徴収する企画に関しては、参加者に事前に企画内容を十分に説明し、同意を得てから参加

費を徴収してください。 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

室内を装飾する場合 
 

注意事項 

教室備品について 
 



 

 

 

◆ステージ企画 

・中央ステージまたは第二ステージのいずれかで企画を実施することができます。 

・使用ステージと企画時間は「ステージ企画協議会」（p.25『企画実施までのイベント・提出書類』参

照）で決定します。 

・「ステージ企画説明会」では、ステージ企画を実施するにあたっての注意事項や「ステージ企画協議

会」での注意事項を説明します。 

・「ステージ企画説明会」は 7 月 3 日（水）、10 月 2 日（水）に行います。いずれか 1 回に必ず参加し

てください。参加しなかった場合、企画を実施できなくなるおそれがあるので注意してください。 

・説明会当日は、席が限られているので、参加者は企画の責任者を含めて 2 人までとします。なお、責

任者は必ず参加してください。 

・使用ステージと企画時間は「ステージ企画書」と「ステージ企画書（追加公演用）」をもとに企画内容

や性質などを考慮し、当委員会より基準となるタイムテーブルが提示された後、団体同士で話し合い

をして決定します。 

  ※例年、12：00 ～ 15：00の時間帯の希望数が特に多いため、希望に添えない場合があります。 

・前期受付を利用しても、使用ステージおよび希望日時の優先はされません。 

・「ステージ企画協議会」は 10 月 4 日（金）の 15：40 から行います。必ず参加してください。「ステ

ージ企画協議会」は最長で 20：30 まで続く場合があります。途中で退場すると希望に添えない場

合がありますので、協議会には必ず最後まで参加してください。 

・協議会当日は、席が限られているので、参加者は企画の責任者を含めて 2 人までとします。なお、責

任者は必ず参加してください。 

 各ステージでは、以下の機材を借りることができます。貸出を希望する場合は、希望する個数を「ス

テージ企画協議会」で配布される「セッティング図」に記入し、白門祭実行委員会事務局（4208 号室）

に 10 月 21 日（月）までに提出してください。 

◆中央ステージ 

・マイクのみ借りることができます。それ以外の機材は各団体で用意してください。 

◆第二ステージ  

・マイク、ドラム、ギターアンプ、ベースアンプを借りることができます。それ以外の機材は各団体

で用意してください。 

企画実施場所 
 

ステージ企画協議会について 
 

貸出機材について 
 

◆中央ステージ 

・本部プレハブの横に設置されます 

（p.55『構内図』参照）。 

・ステージの大きさ…横 12.6m 奥行き 7.2m 

◆第二ステージ 

・9号館クレセントホール前の広場に設置されます 

（p.55『構内図』参照）。 

・ステージの大きさ…横 9.0m 奥行き 5.4m 

 

ステージ企画説明会について 
 

＜実際の写真は、Webページに掲載しているので参照してください＞ 

URL：http://hakumonsai.com/stage 

  



 

 

 

 

ステージ企画を実施する際は「ステージ企画書」を提出する必要があるので注意してください。 

 

 

 

 

・雨天時には当委員会の判断で企画を中止にする場合があります。 

・原則として準備、撤収時間を各 5 分、公演時間を 20 分とし、企画時間を過ぎた場合は当委員会の判

断で強制的に終了する場合があります。 

・原則としてステージ企画では飲食物を提供することはできませんが、市販の個包装のものを未開封の

状態でのみ提供することができます。その場合は「飲食物提供許可願」（p.35『飲食物提供許可願』参

照）を提出してください。 

・当日の中央ステージや第二ステージの PAの操作担当者を各団体から選出する必要はありません。 

・企画実施時に使用する音源は、CD、MP3プレーヤーなど複数の媒体を用意してください。 

・白門祭での著作権等の取扱いについて、芸能人やアニメキャラクターのイラスト（手描きを含む）

や写真などを権利者に無断で使用しての宣伝、販売行為は著作権法の下、禁止します。 

・ ギャンブル性のある企画およびその他の制限がある企画（p.8 参照）は実施することができません。 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

注意事項 

雨天時の対応 
 

ステージ企画書の提出方法 
 

 

 

① ステージ企画書を受け取る 
配布期間：必携本配布期間 

配布場所：生協前白門祭実行委員会専用掲示板前 

配布資料：「ステージ企画書」 

配布資料：「ステージ企画書記入方法」 

※複数公演希望の場合は「ステージ企画書（追加

公演用）」も受け取ってください。 

② ステージ企画書に記入する

 

記入書類：「ステージ企画書」（『ステージ企画書記入方法』参照） 

※複数公演希望の場合は「ステージ企画書（追加公演用）」（『ス

テージ企画書（追加公演用）記入方法』参照）も記入してく

ださい。 

 

③ ステージ企画書を提出する 

提出期間：前期・後期受付期間 

提出場所：白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

提出書類：「ステージ企画書」 

※複数公演希望の場合は「ステージ企画書（追加

公演用）」も提出してください。 



 

◆Ｃスクエア企画 

・前期で他団体の使用が決定した企画実施場所および企画実施日時は、後期受付では希望することがで 

 きません。 
・原則として企画の実施は 1 日のみです。「C スクエア企画協議会」（p.25『企画実施までのイベント・

提出書類』参照）の際に他の参加団体と話し合いをして日程などを調整し、企画実施場所および企画

実施日時を決定します。 

・複数の企画実施日時を希望する場合は、企画受付時に当委員会に相談してください。 

・前期は 7 月 2 日（火）、後期は 10 月 1 日（火）に企画を申請した全団体が希望する企画実施場所およ

び企画実施日時を Web ページにて掲載しますので「Ｃスクエア企画協議会」前に確認してください。 

<見取り図> 

 

① 板張り練習室（1F） 

 ・壁面に鏡が設置されており、ダンス発表などに利用することができます。 

 ・室内用シューズを使用してください（土足厳禁）。 

常設設備 

ダンスバー、壁面鏡、ジョイントフロアーマット、スタンディングバック 

③ 会議室Ｂ ④ 会議室Ｃ（2F） 

 ・展示会や講演会、上映会などに利用することができます。 

 ・今年度から②会議室Ａは利用できないので注意してください。 

施設名 収容人数 常設設備 

会議室Ｂ 20人 ホワイトボード 

会議室Ｃ 40人 
DVD、マイク、プロジェクター、スクリーン、 

ホワイトボード、パイプイス 

⑤ 中ホール（2F） ステージの大きさ…横 14.4 m 奥行き 6 m 

 ・音響や照明の調整設備があり、演奏会などに利用することができます。 

 ・併設されている控室 2 部屋を利用することができます。 

席数 常設設備 

344席 

BD プレーヤー、マイク、プロジェクター、ホワイトボード、

電動イス、電動スクリーン、電動昇降バトン、講演卓、移動式

スピーカー、掲示板（大）、長机、パイプイス、控室 

企画実施場所 
 

板張り練習室 

会議室Ｂ 

会議室Ｃ 

中ホール 

 

 



 

⑥ 小ホール（3F）ステージの大きさ…横 8.48m 奥行き 4.26m 

 ・音響や照明の調整設備があり、演奏会などに利用することができます。 

 ・併設されている控室 2 部屋を利用することができます。 

席数 常設設備 

108席 

グランドピアノ、BDプレーヤー、マイク、プロジェクター、 

ホワイトボード、電動スクリーン、電動昇降バトン、講演卓、 

移動式スピーカー、掲示板（大）、長机、パイプイス、控室 

⑦ ギャラリー（3F） 

 ・絵画、書道などを様々な方法で展示することができる広いスペースです。 

常設設備 

展示用パネル、ピクチャーレール、スポットライト、展示ケース、長机、パイプイス 

⑧ 和室（5F） 

 ・27畳の広さに琉球畳が敷かれ、茶道、着付けなどに利用することができます。 

 ・給湯器および流し台を調理目的で使用することはできません。 

常設設備 

和机、座布団、給湯器、流し台 

・白門祭期間中のＣスクエアの利用は、学友会ではなく当委員会に申請してください。 

・営利を目的とした企画、Ｃスクエア利用要項にそぐわない企画は実施することができません。詳しく

は別冊子『Cスクエア利用ガイド』の「Cスクエア利用要項」を参照してください。 

・屋外ステージは閉鎖するため立ち入ることができません。 

・室内は火気厳禁です。タバコ、カセットコンロ、電熱器（IHヒーターなど）、お香、ろうそく、 

プロパンガス、炭火は使用することができません。 

・アロマポットなど匂いの残るものは、火を使わないものであっても使用することはできません。 

・和室以外の企画実施場所や控室で飲食することはできません。 

・掲示物を貼る際、ガムテープなどを使用すると壁の塗装がはがれたり、跡が残ったりするおそれがあ

るため必ずマグネットを使用してください。マグネットを使用することができない場所で装飾するこ

とはできません。 

・危険防止のため、窓への装飾は行わず常に開放できるようにしてください。 

・蛍光灯やスクリーンおよびその周辺には装飾を行わないでください。 

・ドアに貼った掲示物は、企画終了後に責任を持ってはがしてください。 

・中ホールで企画の実施を希望する団体は、リーフカフェの利用者に迷惑をかけないよう列整備を行っ

てください。 

・白門祭での著作権等の取扱いについて、以下の企画、行為は著作権法の下、禁止します。 

① 芸能人やアニメキャラクターのイラスト（手描きを含む）や写真などを権利者に無断で使用して 

の宣伝、販売行為 

② 権利者に無断でのレンタル DVDや購入した DVDを使用した上映会 

  ※上映会を実施する際は、権利者から許可をとるか、専門業者の DVDを使用してください。 

・ギャンブル性のある企画およびその他の制限がある企画（p.8 参照）は実施することができません。 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

注意事項 

小ホール 

ギャラリー 

和室 



 

 

注意事項 

車輌入構を希望する場合 
 

車輌入構可能時間 
 

 

◆車輌入構 

白門祭期間中は企画の準備、実施を目的とする場合に限り、大学構内に入構することができます。 

 前夜祭：10月 31日（木）～ 11月 04日（月）       10：00 ～ 22：30 

 白門祭：11 月 31日（金）～ 11月 04日（月）       08：00 ～ 20：00 

 「企画書」に必要事項を記入し、提出してください。「参加団体総会」にて、入構する際に必要な「車

輌入構証」を発行します。 

 抽選会の有無に関しては、9 月 30 日（月）に Web ページ、Twitter、LINE＠で連絡しますので、車輌

入構を希望した場合は必ず確認してください。 

・白門祭期間中に車輌入構を希望する場合は、大学ではなく当委員会に申請してください。 

・原則として準備日、企画実施日、撤収日以外の入構はできません。 

・正門以外から入退構することはできません。 

・11 号館前ロータリーでは一時停車のみ可能です。駐車およびそれに準ずる行為はできません。 

・前夜祭および白門祭期間中は、新規・追加の車輌入構証の発行はできません。 

・「車輌入構証」は複数の車輌で使いまわすことができません。複数の車輌で入退構を希望する場合は、申

請台数と同数の「車輌入構証」を発行します。 

・飲食物を提供する団体の車輌入構は 1 台のみ申請できます。 

・1枚の入構証で入退構することができる車輌は 1台のみですが、入構可能時間内であれば何度でも入

退構することができます。 

・講演会などで出演者が車で来校する場合や、業者を利用して機材を搬入する場合も「車輌入構証」が

必要となります。事前に「車輌入構証」を渡すようにしてください。 

・タクシーであれば「車輌入構証」がなくても入構することができます。 

・二輪車は第１ゲートから入退構し、第三駐車場にのみ駐車することができます。正門から入退構する

ことはできません。 

 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

 

 

 

 

 

・a車輌入構における違反があった際は、車輌入構の権利が失われる場合があるので注意してください。 

 

 

車輌入構抽選会 10月 7日（月）12：40 ～ 9号館クレセントホール 

5 利用できる無料サービス 



 

 

注意事項 

利用可能時間 
 

控室を希望する場合 
 

 

◆控室 

白門祭期間中に荷物置き場や講演会の控室として、空き教室を利用することができます。 

 前夜祭：10月 31日（木）～ 11月 04日（月）        13：00 ～ 23：00 

 ※終夜申請した団体のみ、翌朝 9：00まで利用することができます（p.10『終夜について』参照）。 

 白門祭：11月 31日（金）～ 11月 04日（月）        19：00 ～ 19：00 

 「企画書」に必要事項を記入し、提出したうえで「控室抽選会」に参加してください。 

※Cスクエアの小ホール、中ホールで企画の実施を希望する団体は、施設に控室が併設されているた

め控室を希望する必要はありません。 

・「企画実施場所の近く」などといった、具体的な教室の場所を指定することはできません。 

・控室では、企画を実施することができません。また、演奏の練習など大音量を出す行為および食材の

仕込みまたは調理を行うことはできません。 

・室内は火気厳禁です。タバコ、カセットコンロ、電熱器（IHヒーターなど）、お香、ろうそく、 

プロパンガス、炭火は使用することができません。 

・アロマポットなど匂いの残るものは、火を使わないものであっても使用することができません。 

・控室で起きた違反は、その控室の利用が認められた団体の責任となります。控室の貸し借りは同一団

体内であっても絶対に行わないでください。 

・開施錠は当委員会が行い、企画実施中は控室に利用者が不在の場合でも原則として鍵を開けたままに

します。貴重品は各団体で管理してください。当委員会では、物品や貴重品の紛失・盗難などについ

て一切の責任を負いかねます。 

・大教室、中教室の控室は他の団体と共用になる場合があります。 

・大教室、中教室での教卓、AV卓の移動は禁止です。 

・企画に関する用途以外で使用した際は、控室の利用停止などの措置を取る場合があります。 

・適切な方法で保管されていない食材が放置されていた場合、回収、廃棄します。 

・原則として机や椅子などの教室備品は教室外へ移動させることはできません。 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

 

 

 

 

控室抽選会 10月 7日（月）17：00 ～ 9号館クレセントホール 



 

 

 

◆無料レンタル 

白門祭期間中は大学から貸し出される物品を無料で使用することができます。 

前夜祭：10月 31日（木）     i13：00 ～ 23a：00 

  白門祭：11月 a1a日（金） ～  11月 4日（月）   a あ8：30 ～ 19：00 

  ※前夜祭では 10：00から、くぎぬきのみ先行して貸し出します。 

・「企画書」に必要事項を記入し、提出してください。 

・希望物品の貸出の可否を以下の期日までに当委員会から電話で責任者、副責任者の順に連絡します。 

以下の物品は、申請せずに借りることができます。 

物品名 基本貸出数 

長机（縦 45㎝×横 180㎝） 1 

パイプイス 3 

耐熱ボード 必要数 

消火クロス 1 

清掃用具（ほうき、ちりとり） 各 1 

くぎぬき 1 

リヤカー 1 

※基本貸出数以上の長机とパイプイスを希望する場合は、企画書の備考欄に物品名と数を記入してく

ださい。原則として、追加申請がない場合は、基本貸出数以上貸し出すことはできません。 

※数に限りがあるので、希望に添えない場合があります。 

・火気を使用する団体は、必ず耐熱ボードと消火クロスを借りてください。 

・長机、パイプイス、耐熱ボード、消火クロスは毎日返却してください。 

・清掃用具（ほうき、ちりとり）、くぎぬき、リヤカーは使用後すぐに返却してください。 

・釘、かなづち、のこぎりなどの工具は各団体で用意してください。 

 

 

 

貸出および返却時間 
 

無料レンタルを希望する場合 
 

企画書で申請する必要がない物品(A群)
群) 

前期：7月 17日（水）  後期：10月 4日（金） 

白門祭実行委員会事務局（4208号室） TEL：042-674-2899 



 

 

 

以下の物品は、「企画書」に希望数を記入し、申請しなければ借りることができません。 

・前期中に企画受付および各種抽選会を済ませた団体から優先的に借りることができます。前期で総数

に達した物品は後期に申請しても貸し出すことができないので注意してください。 

・室内企画を実施する団体から優先的に貸し出します。 

・数に限りがあるので、援助金（p.51『援助金制度』参照）で購入可能な備品は、援助金を利用して各

a団体で用意してください。ただし、援助金は条件を満たした団体にのみ支給されます。 

・あCスクエア企画を実施する団体は A群の物品を借りることはできますが、B群の物品は学友会から備

品を借りることができるため、申請する必要はありません。 

・教室に備え付けのマイクおよびプロジェクターを使用する場合は、ビデオプロジェクターを無料レン

タルで申請する必要はありません。ただし「マイク・プロジェクター設置依頼書」（p.43『マイク・プ

ロジェクター設置依頼書』参照）の提出が必要となります。 

・当日に関する注意事項は「参加団体総会」で配布される『当日用ガイドブック』を参照してください。 

  

＜物品の写真を Webページに掲載しているので参照してください＞ 

http://hakumonsai.weblike.jp/2019/participant/rental 

物品名 総数 注意事項 

展示用パネル（縦 1.8m×横 1.2m） 180 
会場の仕切りとして使用することはできません。 

展示を目的としている団体に優先的に貸し出します。 

暗幕（縦 2.5m×横 2.6m） 25 

会場の仕切りとして使用することはできません。 

部屋を暗くすることを目的としている団体に優先的

に貸し出します。 

延長コード（29m） 10 
広い企画実施場所での使用を希望する団体に優先的

に貸し出します。 

ワイヤレスマイク・アンプセット 2 

電池（単 1×8 本）は各団体で用意してください。な

お、ステージ企画を実施する団体は申請する必要はあ

りません。 

拡声器 2 

宣伝目的、列整備で使用することはできません。また、

当委員会が他の企画に支障が出ると判断した場合は、

貸し出すことができません。 

スクリーン（縦 1.32m×横 1.62m） 2  

 ござ（6 畳敷） 1 

ござ（1 畳敷） 3 

紅白幕（ナイロン：縦 1.6m×横 6.5m） 3 

紅白幕（布：縦 1.6m×横 6.5m） 6 

ビデオプロジェクター 1 

パソコンに接続するためのアナログ RGB ケーブル（D-

Sub15ピン）、音声ケーブルは各団体で用意してくださ

い。HDMI ケーブルは使用することができません。 

企画書で申請する必要がある物品(B 群) 





9. 企業協賛企画P.53

8. 援助金制度

P.41 4. 木材購入申込書

氷購入・調理器材有料レンタル申込書

P.51

7. 出演者承諾書P.49

6. 安全対策書P.45

5. マイク・プロジェクター設置依頼書P.43

P.35 3. 飲食物提供許可願

P.27 2. 企画書の記入方法

P.25 1. 企画実施までのイベント・提出書類

イベント・提出書類



 

 

 

◆各種イベント一覧 

イベント 

（場所） 
概要 

開催日時 

前期 後期 

白門祭相談コーナー 

（生協前白門祭実行委員会 

専用掲示板前） 

企画実施に関する質問対応を行います。「企

画書」の記入方法などに疑問がある場合は気

軽に利用してください。 

  6月 17 日（月） 

～  
  6月 19 日（水） 

13：00 ～ 15：00 

 9月 25日（水） 

～  
9 月 27日（金） 

13：00 ～ 15：00 

 

 

飲食説明会 

（Ｃスクエア小ホール） 

 

 
 

飲食物の取扱いに関する説明会です。飲食物

を提供する団体は、「企画書」・「飲食物提

供許可願」を提出する上でこの説明会への参

加が必須です。いずれか 1回に必ず参加して

ください。 

6 月 24日（月） 

13：30 ～ 

6 月 26日（水） 

➀ 13：30 ～ 

➁ 15：30 ～ 

6 月 27日（木） 

➀ 13：30 ～ 

➁ 15：30 ～ 

9 月 23日（月） 

13：30 ～ 

9 月 25日（水） 

① 13：30 ～ 

② 15：30 ～ 

9 月 27日（金） 

13：30 ～ 

企業協賛企画説明会 

(Ｃスクエア小ホール) 

企業協賛企画を実施するにあたって必要な書

類を配布します。いずれか 1回に必ず参加し

てください。 

  6月 24 日（月） 

17：10 ～ 18：10 

 9月 24日（火） 

9 月 25日（水） 

17：10 ～ 18：10 

室外企画抽選会 

（9号館クレセントホール） 
室外企画の企画実施場所を決定します。 

7 月 04日（木） 

17：00 ～ 

10月 03日（木） 

17：00 ～ 

室内企画抽選会 

（右に記載） 
室内企画の企画実施場所を決定します。 7 月 02日（火） 

17：00 ～ 

(Ｃスクエア 

小ホール) 

10月 01日（火） 

17：00 ～ 

(Ｃスクエア 

中ホール) 
Ｃスクエア企画協議会 

（右に記載） 

Ｃスクエア企画の企画実施場所・日時を決定

します。開始時刻後の入場および途中退場を

すると希望に添えない場合があります。 

ステージ企画説明会 

（Ｃスクエア小ホール） 

ステージ企画を実施するのにあたっての注意

事項などを説明します。いずれか 1回に必ず

参加してください。 

7 月 03日（水） 

15：40 ～ 

10月 02日（水） 

15：40 ～ 

ステージ企画協議会 

（Ｃスクエア中ホール） 

ステージ企画の使用ステージや企画実施日時

を決定します。途中で退場すると希望に添え

ない場合があるので注意してください。 

 10月 04日（金） 

15：40 ～ 

車輌入構抽選会 

（9号館クレセントホール） 

白門祭期間中における車輌入構の可否を決定

します。ただし、申請団体数によっては抽選を

行いません。抽選会の有無に関しては、9月 30

日（月）に Web ページ、Twitter、LINE@で連

絡します。 

 10月 07日（月） 

12：40 ～ 

控室抽選会 

（9号館クレセントホール） 
控室利用の可否および場所を決定します。  

10月 07日（月） 

17：00 ～ 

参加団体総会 

（9号館クレセントホール） 

白門祭期間中の注意事項の確認を行います。

また、当日に関する注意事項などを記載した

『当日用ガイドブック』も配布します。出席

しなければ企画を実施することができませ

ん。いずれか 1 回に団体の代表者が必ず出席

してください。 

 
10月 14日（月）

① 15：10 ～ 

② 17：00 ～ 

 

1 企画実施までのイベント・提出書類 

※各種イベントに参加もしくは出席する際は必ず参加者必携本（当冊子）を持参してください。 



 

 

 

◆提出書類一覧 

提出書類 

(参照ページ) 
提出対象となる企画 概要 

「企画書」 

(p.27) 

すべての企画 

（ステージ企画を除く） 

企画を実施するすべての団体（ステージ企画

を除く）が提出する必要のある書類です。提出

する際は、当冊子も一緒に持参してください。 

「終夜同意書」 

(p.10) 
終夜を行う企画 

今年度より、終夜を行う場合は企画書で申請

した上で、終夜同意書を記入していただきま

す。同意書は受付時に提出してください。 

「ステージ企画書」 

「ステージ企画書 
（追加公演用）」 

（p.15） 

ステージ企画 

「ステージ企画書」は、ステージで企画を実施

するすべての団体が提出する必要のある書類

です。複数回の公演を希望する場合は「ステー

ジ企画書（追加公演用）」も一緒に提出してく

ださい。 

「飲食物提供許可願」 

(p.35) 
飲食物を提供するすべての企画 

提供する飲食物の衛生的な取扱い方法につい

て記入する書類です。「企画書」と一緒に提出

してください。 

「木材購入申込書」 

「氷購入・調理器材有料 
レンタル申込書」 

(p.41) 

木材や氷の購入、調理器材の 

レンタルを希望する企画 

木材や氷の購入、調理器材の有料レンタルを

申請する書類です。申請の際は当冊子と一緒

に代金も持参してください。 

※後期受付のみ 

「マイク・プロジェクター  
設置依頼書」 

(p.43) 

マイク・プロジェクターの 

使用を希望する室内企画 

教室に備え付けのマイクおよびプロジェクタ

ーの使用を申請する書類です。 

「安全対策書」 

(p.45) 

・室内企画 
・8号館前、セントラルプラザ、 
桜広場で実施する企画 

・室外での体験企画やゲーム企画 
・その他、当委員会が必要と判断
した企画 

企画実施にあたっての具体的な安全対策につ

いて記入する書類です。 

「出演者承諾書」 

(p.49) 
学外から出演者を招く企画 

講演会などで出演者を招く企画の詳細を記入

する書類です。 

「援助金関係書類」 

(p.51) 

援助金制度の利用を 

希望する企画 

大学からの援助金の受給を希望する団体が提

出する必要のある書類です。援助金は条件を

満たした団体にのみ支給されます。 

「企業協賛企画関係書類」 

（p.53） 
  企業協賛を希望する企画 

企業協賛企画の実施を希望する団体が提出す

る必要のある書類です。企業協賛企画説明会

で配布します。 

※提出先はすべて白門祭実行委員会事務局（4208号室）です。 

※提出の際は必ず参加者必携本（当冊子）を持参してください。 

  



◆表面上部 

 

◆表面上部 
（1）企画名 

 ・企画書上部の日付、企画番号の欄には何も書かないでください。 

・企画実施時に使用したい名称（店名など）を 20字以内で記入してください。 

 ・公序良俗に反するまたは商標権に抵触するなど法律上問題のある名称は使用することができません。 

 ・日本語とアルファベット、算用数字以外の文字を使用することはできません。 

 ・白門祭パンフレットやWebページなどに掲載する都合上「☆」「♪」「♡」などの特殊文字や顔文字

は使用することができません。 

（2）団体名 

・企画を実施する団体名（サークル、クラス、ゼミなど）を記入してください。また、団体としての

名称がない場合は「有志」と記入してください。 

（3）責任者・副責任者・学籍番号・連絡先・責任者の学生証コピー 

 ・責任者および各副責任者のフリガナ付き氏名、学籍番号および携帯番号を記入してください。その

際は、本人の了承を得てから記入してください。 

 ・同一人物が一つの企画または複数の企画の責任者および副責任者を掛け持つことはできません。 

 ・副責任者欄には必ず異なる 2人の氏名を記入してください。 

 ・責任者は学生証のコピーを貼り付けてください。 

・当委員会から企画について連絡する場合があります。その際は責任者、副責任者の順に連絡する 

ので、企画内容を把握しておいてください。 

 

2 企画書の記入方法 

企画書に記入した内容に変更が生じた際は、必ず当委員会に連絡してください。 

TEL：042-674-2899 MAIL：hakumonsai@gmail.com 

白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

 

 

 

提出期間 前期：6月 24日（月）～ 6月 28日（金）13：00 ～ 18：00 

出期間 後期：9月 25日（水）～ 9月 27日（金）13：00 ～ 18：00 

提出場所 白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

 

 



企画書記入例(表面上部) 



 

◆表面中部 
（4）企画実施場所・希望日程・その他記入事項 

① 室外企画（p.11『室外企画』参照） 

・企画実施場所 

    希望する企画実施場所の欄にチェックを入れてください。また、ペデストリアンデッキでの実

施を希望する場合は、p.11「室外企画」を参照のうえ（ ）内に第一希望のブロックを記入して

ください。その他の企画実施場所を希望する場合は「その他」の欄に企画実施場所を記入した上

で、希望理由を裏面の（21）「備考記入欄」に記入してください。 

・企画実施日 

    企画を実施する日には○を、企画の準備または撤収のみを行う日には△をつけてください。 

・火気の使用 

    火気を使用する場合は「有」に○をつけてください。 

・火気の使用制限 

    火気の使用に関しては以下のような制限があります。同意する場合は「同意する」に○をつけ

てください。同意しない場合は、企画書を受け付けることができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・火災を防ぐため、市販の L字型レンジガードを設置し、防火対策を必ず行ってください。自作のもの

や、コの字型のものは使用することができません。 

・火気は可燃物（屋台の木材など）から 15cm以上離して設置し、使用中は近くに置かないでください。 

・原則として、有料レンタルの器材またはカセットコンロ以外の火気の使用を禁止します。その他の火

気の使用を希望する場合は、企画受付時に当委員会に相談してください。 

・カセットコンロを使用する際は、以下の行為を禁止します。 

① 明らかに老朽化の激しいカセットコンロの使用 

② カセットコンロを覆うような大きな調理器材の使用 

③ カセットコンロを 2つ以上繋げての使用 

④ その他通常の使用方法とは異なる使用 

・ガスボンベを机の脚にヒモでくくりつけてください。 

火気の使用制限 



 

② 室内企画（p.13『室内企画』参照） 

 ・企画実施場所  

   希望する企画実施場所の欄にチェックを入れてください。また「大教室」「中教室」での実施を希 

望する場合は、予定している最大動員数を（ ）内に記入してください。その他での実施を希望す 

る場合は「その他」の欄に具体的な企画実施場所を記入した上で、希望理由を裏面の（21）「備考記

入欄」に記入してください。 

 ・企画実施日 

   企画を実施する日には○を、企画の準備または撤収のみを行う日には△をつけてください。 

          ※前夜祭に施錠時刻（23：00）以降も教室の使用を希望する場合は「終夜」の欄にチェックを入 

れてください（p.10『実施できる企画分類』参照）。今年度より、終夜を行う場合は企画書で申

請した上で、別紙の終夜同意書を提出してください。 

 ・大音量 

   周辺の教室に響くような大音量が生じる場合（ライブなど）は「有」に○をつけてください。 

大学周辺地域の方々に迷惑となるため、演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行為は、

19：00 までに終了してください。 

 ・プロジェクター使用 

   プロジェクターの使用を希望する場合は「有」に○をつけてください。詳しくは p.43「マイク・

プロジェクター設置依頼書」を参照してください。 

 

③ Ｃスクエア企画（p.17『Ｃスクエア企画』参照） 

 ・企画実施場所 

   希望する企画実施場所の欄にチェックを入れてください。 

 ・企画実施日 

   企画実施日の希望順位を第 3 希望まで数字で記入してください。前夜祭に施錠時刻（23：00）以

降も施設の利用を希望する場合は「終夜」の欄にチェックを入れてください。今年度より、終夜を

行う場合は企画書で申請した上で、別紙の終夜同意書を提出してください。 

 

 

 

室内企画

☑大教室（約　　　４００　人）
□中教室（約　　　　人）
□小教室
□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 企画実施日

☑終夜

有　　　　　　　　　無

大音量最終日
11/4

3日目
11/3

2日目
11/2

1日目
11/1

前夜祭
10/31

　　
プロジェクター使用

有　　　　　　　　　無

Cスクエア企画

3

当委員会記入欄
（記入しないでください）□板張り練習室

☑会議室B
□会議室C
□

□中ホール
□小ホール
□ギャラリー
□和室

3日目
11/3

2日目
11/2

1日目
11/1

前夜祭
10/31

2
☑終夜

1企画実施日
（希望順位を数字で記入）

・電動イス
・グランドピアノ
・調整室

最終日
11/4

 

 

 



日本語とアルファベット、算用数字以外の文字を使用することはできません。 

さい。 

 

◆表面下部 
（5）企画内容 

 ・該当する企画内容の欄に 1 箇所のみチェックを入れてください。複数の企画内容に該当する場合は

最も当てはまる企画内容の欄にチェックを入れてください。どの企画内容にも該当しない場合は「そ

の他」の欄にチェックを入れ、企画内容を記入してください。 

・ここで選択した企画内容が白門祭パンフレットやWebページなどに掲載されます。なお、掲載の 

都合上、選択した内容を変更することがあります。 

（6）企画時間 

 ・準備開始、企画開始、企画終了、撤収完了のそれぞれの時刻を以下の表を参考にして記入してくだ 

前夜祭で企画を実施する場合は、前夜祭での準備開始、企画開始、企画終了、撤収完了のそ 

れぞれの時刻を（ ）内に記入してください。 

 ・ここで記入した企画開始、企画終了時刻は白門祭パンフレットやWebページなどに掲載されます。 

  ※教室と Cスクエアの開錠は順次行うため、やむを得ず時間が前後する場合があります。 

  ※前夜祭で準備しか行わない場合は、（ ）内に時間を記入する必要はありません。 

 ① 前夜祭 

  ・演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行為は、19：00 までに終了してください。 

  ・室内企画と C スクエア企画では終夜（23：00 以降）で企画を実施することができます。終夜で

企画を実施、または準備しない場合は上記の表の撤収完了時刻までに企画を撤収してください。 

 ② 白門祭 

  ・演奏の練習やリハーサルなどを含めた大音量を出す行為は、19：00 までに終了してください。 

（7）企画の詳細 

 ・企画の内容を具体的に記入してください。 

 ・この欄に書ききれない場合は、企画書裏面の（21）「備考記入欄」に続けて記入してください。 

（8）企画紹介 

 ・紹介文を 42文字以内で記入してください。 

 ・公序良俗に反するまたは商標権に抵触するなど法律上問題のある文言は変更になる場合があります。 

 ・ 

 ・白門祭パンフレットやWebページなどに掲載する都合上「☆」「♪」「♡」などの特殊文字や顔文字

は使用することができません。 

 ・企画書の形式と白門祭パンフレットや Web ページなどに掲載する形式は異なるため、縦読みなど

の言葉遊びをすることはできません。 

（9）販売品目・価格 

 ・当日販売する品目とその価格を具体的に記入してください。 

 準備開始 企画開始 撤収完了 

室外企画 08：00 ～ 13：00 ～ 

～ 23：00 室内企画 
13：00 ～ 13：30 ～ 

Ｃスクエア企画 

 準備開始 企画開始 撤収完了 

室外企画 08：00 ～ 09：00 ～ 

～ 19：00 室内企画 09：00 ～ 09：30 ～ 

Ｃスクエア企画 08：30 ～ 09：00 ～ 



企画書記入例(表面下部) 



¥¥¥ 

◆裏面 
 （10）車輌入構（p.19『車輌入構』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけ、利用希望日に○をつけてく 

   ださい。また希望理由および、希望台数を具体的に記入してください。 

   ※Cスクエア企画を行う団体は、利用希望日に○を付ける必要はありません。 

※複数の車輌で入構を希望する場合、当委員会により内容確認のために連絡することがあります。 

※飲食物を提供する団体の車輌入構は 1台のみ申請できます。 

 （11）控室（p.20『控室』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけてください。また、利用希望

日に○をつけ、希望理由を具体的に記入してください。前夜祭の日に施錠時刻（23：00）以降で

の利用を希望する場合は「終夜」の欄に○をつけ、受付の際に当委員会に相談してください。 

※Cスクエア企画を行う団体は、利用希望日に○を付ける必要はありません。 

   ※Cスクエアの小ホール、中ホールで企画を実施する場合は、控室が併設されているため、「希望

しない」に〇をつけてください。 

 （12）無料レンタル（p.21『無料レンタル』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけ、必要な物品の希望数を記入 

   し、利用希望日に○をつけてください。 

   ※Cスクエア企画を実施する場合は、学友会から備品を借りることができるため、記入する必要 

はありません。 

  ・基本貸出数（長机 1台、パイプイス 3脚）以上の長机とパイプイスの貸出を希望する場合は、 

   （21）「備考記入欄」に物品名と数を記入してください。 

 （13）.木材購入（p.41『木材購入申込書、氷購入・調理器材有料レンタル申込書』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけ、期限までに該当書類を提出 

   してください。 

 （14）氷購入（p.41『木材購入申込書、氷購入・調理器材有料レンタル申込書』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけ、期限までに該当書類を提出 

   してください。 

 （15）調理器材の有料レンタル（p.41『木材購入申込書、氷購入・調理器材有料レンタ 

    ル申込書』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけ、期限までに該当書類を提出 

   してください。 

  ・有料レンタルの器材以外の火気を使用する場合は、使用する火気の欄にチェックを入れてくださ 

い。また、有料レンタルにない火気の使用を希望する場合は、具体的な火気の種類を記入してく 

ださい。 

 （16）.マイク・プロジェクター設置（p.43『マイク・プロジェクター設置依頼書』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけ、期限までに該当書類を提出 

   してください。 

 （17）援助金（p.51『援助金制度』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけてください。 

 （18）企業協賛（p.53『企業協賛企画』参照） 

  ・希望する場合は上記のページを参照のうえ「希望する」に○をつけてください。 



 

 （19）映像・写真の撮影使用 

  ・白門祭期間中に当委員会が撮影した映像、写真を Web ページや白門祭紹介映像などに使用する

ことを許可する場合は「許可する」に○をつけてください。その場合は団体全員が映像、写真に

写る可能性があるということの周知、把握をお願いします。 

  ・「許可しない」に○をつけた場合は、当委員会が撮影した映像、写真のうち、写っている人物が 

   その企画に参加していることが明確にわかるものは使用しません。 

 （20）企画コンテスト 

  ・企画コンテストとは、白門祭で実施されるすべての企画を対象としたコンテストです。 

  ・当冊子と一緒に配布された企画コンテストのビラを参照の上、参加を希望する場合は「エントリ

ーする」に○をつけてください。 

 （21）備考記入欄 

  ・その他、当委員会に伝えたいことがあれば記入してください。 

企画書記入例（裏面） 

 



  ３ 
飲食物提供許可願 

 

・飲食物を提供する団体は必ず提出してください。市販の個包装の飲食物のみを提供する場合でも、

提出が必要となります。 

・「飲食物提供許可願」は、受付時に「企画書」と一緒に提出してください。両書類の提出がない場

合、飲食物を提供する企画を実施することはできません。 

・この書類は当委員会を通じて保健所に提出します。p.35 ～ p.40 をよく読み、「飲食説明会」参加後

に具体的に記入してください。 

提出期間 前期：6月 24日（月）～ 6月 28日（金）13：00 ～ 18：00 

           後期：9月 25日（水）～ 9月 27日（金）13：00 ～ 18：00 

            提出場所 白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

 

 

◆飲食説明会について 
・飲食説明会では食品衛生における事故を防止するため、飲食物の取扱いに関する説明をします。 

・飲食説明会に参加していない団体の「企画書」および「飲食物提供許可願」を受け付けることはでき

ません。 

・白門祭で飲食物を提供する団体は「企画書」および「飲食物提供許可願」を提出する前に、以下の日

程のいずれか 1 回に参加してください。その際は、参加者必携本 （当冊子） を必ず持参してください。

なお、記載されている時間はすべて説明会開始時間です。10分前までに集合してください。 

前期：6 月 24 日（月）13：30 ～ 

6 月 26 日（水）13：30 ～ / 15：30 ～ 

6 月 27 日（木）13：30 ～ / 15：30 ～ 

場所 

Cスクエア小ホール 

後期：9 月 23 日（月）13：30 ～ 

9 月 25 日（水）13：30 ～ / 15：30 ～ 

9 月 27 日（金）13：30 ～ 

場所 

Cスクエア小ホール 

◆食品提供にあたって 
・提供することができる食品には制限があります。 

・白門祭期間中に提供できる食品は、1 団体につき 1 品です。飲料は食品と一緒に提供することができ

ます。ただし、タピオカドリンクは1品として扱われるため食品と一緒に提供することはできません。 

・「飲食物提供許可願」に記入した内容の変更を希望する際は、必ず当委員会に連絡してください。 

・万が一白門祭期間中に食中毒が発生した場合、購入した食材そのものに原因があることも考えられま

す。その際仕入先店舗に確認することができるように、仕入先店舗で食材を購入した際のレシート、

もしくはレシートのコピーを 11 月 18 日（月）まで保管しておいてください。 

・衛生面の問題から、歩き売りやデリバリーなど企画実施場所以外での販売や受渡しは一切できません。 

・提供する容器はすべて使い捨てのものを使用してください。 

・トッピングは 5 種類までです。 

白門祭期間中に食品衛生における事故が 1件でも発生した場合には、 

その時点で白門祭が中止となるおそれがあるので注意してください。 

 



 

・粉もののタネの混ぜ合わせは、企画実施場所で行うことはできません。原則として混ぜ合わせは、

当日の朝、自宅の台所（大学構内以外の水道設備が整った清潔な場所）で行ってください。また、

タネを追加で作る場合は粉ものテントで混ぜ合わせてください。 

 ※粉ものテントについては飲食説明会で説明します。 

◆調理について 
・原則として、すべての食品は提供する直前に企画実施場所で十分に加熱調理を行ってください。た

だし、ところてん、バナナ、缶詰、市販の個包装のアイスやヨーグルト、市販の個包装の菓子のみ

加熱調理をしなくても提供することができます。 

 ※缶詰とバナナは中身をカットした場合、提供する直前に十分に加熱調理を行ってください。 

・食材を水洗いした場合、必ず加熱調理を行ってから提供してください。 

・屋台や控室、サークルの会室などの大学構内では、刃物類（包丁、はさみ、ピーラーなど）を一切

使用することができません。刃物は、自宅の台所または水道などの設備が整っている清潔な場所

（例：八王子の市民センター調理室）で、当日の朝使用してください。 

・飲料を混ぜる際は、使い捨てのマドラーを使用してください。 

・調理をする際は素手で調理せず、必ず使い捨て手袋を着用してください。 

・粉もののタネは、その日使用する分のみを当日の朝に混ぜ合わせてください。また、その日混ぜ合

わせた分は翌日以降、使用することはできません。 

・調理は以下の日時と場所でのみ行うことができます。 

 行うことができる調理 調理場所 

前日 野菜のカット、皮むき 自宅の台所（大学構内以外の水道設備が 

整った清潔な場所） 当日朝 食材のカット、粉ものの混ぜ合わせ 

提供直前 加熱調理、（粉ものの混ぜ合わせ）   企画実施場所、（粉ものテント） 
 

◆食材の保管について 
・自宅ではすべての食材を冷蔵庫で保管してください。 

・当日自宅から企画実施場所へ運搬、および大学構内で保管する際には、すべての食材を氷または保冷

剤の入ったクーラーボックスに入れて冷蔵保存してください。 

・粉もののタネは清潔なタッパーなどの密閉容器に移し、氷または保冷剤の入ったクーラーボックスに

入れて運搬、保管してください。 

・控室に適切な方法で保管されていない食材が放置されていた際は、回収、廃棄します。 

◆提供することができない食品 
・酒類、ノンアルコール飲料、なまもの、カレーなどの火の通りにくい食品、ごはんを提供すること

はできません。 

◆提供に制限がある食品 
 ◆アイス 

  ○市販の個包装のものを未開封の状態でのみ提供することができます。 

  ×クレープやパフェなどのトッピングとして提供することはできません。市販の個包装のもので

も、開封したものや開封後にお皿に盛りつけたものは提供することができません。 



種類別名称 コーヒー飲料 

原材料名  砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、

植物油脂、デンプン、乳化

剤 

内容量   180g 

賞味期限  上記に記載 

保存方法  要冷蔵（10℃以下） 

種類別名称 乳飲料 

原材料名  砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、

食塩、乳化剤、調整剤 

内容量   180g 

賞味期限  上記に記載 

保存方法  要冷蔵（10℃以下） 

種類別名称 プロセスチーズ 

原材料名  ナチュラルチーズ、 

乳化剤 

内容量   60g 

賞味期限  側面に記載 

保存方法  要冷蔵（10℃以下） 

種類別名称 ナチュラルチーズ 

原材料名  生乳、食塩 

内容量   100g 

賞味期限  側面に記載 

保存方法  要冷蔵（10℃以下） 

種類別名称  乳等を主要原料とする

食品 

原材料名   植物油脂、乳製品 

内容量    200ml 

植物性脂肪分 40.0％ 

賞味期限   上部に記載 

保存方法   要冷蔵（10℃以下） 

種類別名称  クリーム（乳製品） 

原材料名   乳脂肪 

内容量    200ml 

乳脂肪分   47.0％ 

賞味期限   上部に記載 

保存方法   要冷蔵（10℃以下） 

 

◆牛乳 

  ○粉もののタネにのみ使用することができます。 

  ×飲料として提供することや、飲料に混ぜて提供することはできません。 

   ※豆乳は粉もののタネとして使用すること、また飲料としても提供することができます。 

   ※ポーションミルク（コーヒーミルク）は飲料に混ぜて提供することができます。 

   ※詳しくは「乳飲料」の項目を参照してください。 

 ◆乳飲料 

  ○牛乳を含む飲料のうち、種類別名称が「コーヒー飲料」や「紅茶飲料」などのもののみ提供する

ことができます。 

  ×種類別名称が「乳飲料」のものを提供することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆チーズ 

  ○種類別名称が「プロセスチーズ」のもののみ提供することができます。 

  ×種類別名称が「ナチュラルチーズ」のものを提供することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆生クリーム 

  ○種類別名称に「乳等を主要原料とする食品」と表示されている植物性のホイップクリームのみ

提供することができます。 

  ×種類別名称に「クリーム」と表示されている動物性の生クリームを提供することはできません。 

 



 

◆ヨーグルト 

  ○市販の個包装のものを未開封の状態でのみ提供することができます。 

  ×市販の個包装のものでも、開封したものや、開封後にお皿に盛りつけたものは提供することが

できません。 

 ◆野菜 

  ○十分に加熱したもののみ提供することができます。 

  ×十分に加熱していないものを提供することはできません。 

   ※トッピングにネギなどを使用する場合も生の状態でのせるのではなく、提供する直前に、十

分に加熱してからトッピングしてください。 

 ◆果物 

  ○缶詰のもののみ提供することができます。 

  ×生のものを提供することはできません。 

   ※生のバナナはチョコバナナとしてのみ提供することができます。バナナをカットして使用す

る場合は、両面を十分に加熱して提供してください。 

 ◆タピオカ 

  ○缶詰、乾燥もしくは冷凍タピオカのみ提供することができます。 

   ※提供直前にゆでてください。なお、ゆでたタピオカはそのまま提供容器に移してください。水

にさらしてから提供することはできません。 

 ◆麺類 

  ○焼きそばなど、水を切る必要がないもののみ提供することができます。 

   ※煮込みラーメンやフォーなど、加熱調理後に水切りを行わない麺類の提供を希望する場合は

当委員会に相談してください。 

  ×加熱調理後に水を切ったものを提供することはできません。 

 ◆ホットドッグなどのパン 

  ○もともと切れ込みの入った状態で販売されているものを加熱調理したもののみ提供することが

できます。 

  ×自分で切れ込みを入れたものを提供することはできません。 

 ◆餃子・春巻きなどの皮 

  ○市販の皮を使用したもののみ提供することができます。 

  ×手作りの皮を使用したものを提供することはできません。 

 ◆まんじゅう・白玉 

  ○市販のもののみ提供することができます。 

  ×手作りのものを提供することはできません。 

◆あんこ・カスタードクリーム 

  ○市販のもののみ提供することができます。 

  ×手作りのものを提供することはできません。 

   ※傷みやすいため冷蔵庫または氷や保冷剤を入れたクーラーボックスで十分に冷蔵保存し、す

ぐに使用する分だけ提供直前に取り出して提供してください。また、一度封を開けたものは

その日のうちに使い切ってください。翌日以降使用することはできません。 

※当冊子に記載されていない食品でも、提供に制限がかかる場合があります。不明な点があれば、当 

 委員会に相談してください。 



 

◆記入方法 
 （1）企画名・団体名・責任者氏名・責任者連絡先 

  ・責任者のフリガナ付き氏名を記入してください。 

  ・そのほかの項目は企画書に記入したものと同一のものを記入してください。 

 （2）企画実施日 

  ・企画を実施する日には○を、企画の準備または撤収のみを行う日には△をつけてください。 

 （3）前日仕込み（野菜のカット・皮むき） 

  ・前日に仕込みをする場合は、「有」に○をつけてください。 

  ・「有」の場合は、仕込みの内容とその後の保管方法を具体的に記入してください。 

 （4）提供食品名・火気の使用・材料・調理方法・保管方法 

  ・ここに記入されていない飲食物や、調理方法および保管方法が明記されていない飲食物は使用、

提供することができません。 

  ・火気を使用する場合は「有」に○をつけてください。 

  ・調理方法は、いつ、どこで、何を、どのように扱うのかを具体的に記入してください。 

  ・保管方法は食材の購入から提供までの手順を具体的に記入してください。 

  ・提供食品名は白門祭パンフレットやWebページなどに掲載する都合上、表記を変更する場合が

あります。 

 （5）店舗番号・仕入先店舗名・電話番号 

  ・万が一白門祭期間中に食中毒が発生した場合、調理過程だけでなく、購入した食材そのものに

原因があることも考えられます。その際仕入先店舗に確認することができるように、仕入先店

舗名を記入してください。そのため、仕入先店舗で食材を購入した際のレシート、もしくはレ

シートのコピーを 11 月 18 日（月）まで保管しておいてください。 

  ・食材の購入を予定している店舗が以下の表にある場合は、該当する番号を記入してください。

また以下の表以外の店舗で購入する際は、仕入先店舗名と電話番号を記入してください。 

  ・インターネットで購入する際は、購入先の会社名と電話番号を記入してください。 

番号 仕入先店舗名 番号 仕入先店舗名 

1 コストコ 多摩境店 5 三和 堀之内店 

2 業務スーパー 堀之内店 6 八王子総合卸売センター 

3 OK ストア 多摩大塚店 7 京王ストア 高幡店 

4 ドン・キホーテ 京王堀之内店 8 Farmer’ s Market 千歳屋 

 （6）廃油回収 

  ・当委員会では、揚げ物などで大量の食用油を使用する団体に対してペール缶を貸し出し、廃油

を無料で回収しています。廃油回収が必要だと思われる団体は「希望する」の欄にチェックを

入れてください。 

  



※この書類は当委員会を通して保健所に提出しますので、丁寧に記入してください。

（1）

企画名 Chi・di・mi

（2）

企
画
実
施
日

（フリガナ）
責任者氏名

※「飲食説明会」に参加していない団体はこの書類を提出することができません。

飲食物提供許可願記入例

第53回白門祭

飲食物提供許可願 企画番号

 2019年　     　月　　     日

最終日
11/4

団体名 料理同好会

〇 〇 〇
責任者連絡先 　080 ― 0000 ― 0000

ハッタ　ナオ

八太　菜央 △

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

前夜祭
10/31

（3）

前
日
仕
込
み

有
　
　
無

「有」の場合、仕込みの内容とその後の保管方法

八太宅で玉ねぎ、ニラ、人参を洗浄後、玉ねぎを薄切りに、ニラを3㎝ほどに、人参を細切りにする。

清潔な容器に入れ冷蔵庫で保管する。

（4）

提供食品名 チヂミ 火気の使用 有　　 　　無

材料 調理方法（取扱い方法） 保管方法

 
・小麦粉
・片栗粉
・水
・醤油
・玉ねぎ
・ニラ
・人参
・ごま油
・つけだれ（市販）
・
○トッピング
・プロセスチーズ
・白ごま
・コーン（缶詰）　　　・
・　　　　　　　　　　　・

①当日の朝、八太宅で小麦粉、片栗粉、水、醤油と、前日にカットした 材料は前日までに購

　 玉ねぎ、ニラ、人参を混ぜ合わせ、当日分のタネを作る。 入し、八太宅の冷蔵

　 混ぜ合わせたタネは、清潔なタッパーに移して、クーラーボックスで 庫で保管する。

②鉄板にごま油を敷き、生地を流し入れ、片面に焼き色がつくまで焼く。 たクーラーボックス

　 焼き色がついたら返して、蓋をして中まで火が通るように焼く。その後 にすべての材料を入

　 運搬、保管する。 当日は保冷剤の入っ

　 蓋を外して両面を数分焼く。 れ、提供場所まで運

③市販のつけだれをチヂミにかける。 ぶ。

④お客様にチーズ、ごま、コーンの中からトッピングを選んでもらい、 大学構内では保冷

　 盛り付ける。 材を入れたクーラー

（6） 廃油回収 □希望する　　☑希望しない

仕入先店舗名 電話番号

（5）

店舗番号 2 3

はなまるマーケット　八王子店

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

ボックスで保冷し、食

使い捨てのビニール手袋を着用し調理を行う。 品に直射日光が当た

らないようにする。

   042  ―      000     ―　0000

   043  ―      000     ―　0000

   044  ―      000     ―　0000



 

木材や氷の購入と調理器材の有料レンタルを希望する団体は提出してください。 

※前期受付期間中に「企画書」を提出した団体でレンタルや購入を希望する場合は、後期受付期間 

中に別途申込をしてください。 

◆購入品およびレンタル品の引換・返却 

 木材 氷 調理器材・ガスボンベ 

引
換
日
時 

10月 31日（木） 

10：30 ～ 13：00 

10月 31日（木）          13：00 ～ 14：00 

11月  1日（金）～ 11月 4日（月）   8：45 ～ 10：00 

返
却
日
時 

 

10月 31日（木）                     17：00 ～ 19：00 

11月 1日（金）～ 11月 3日（日）   16：00 ～ 19：00 

11月  4日（月）                     15：00 ～ 18：00 

・申込時に「引換券」を発行します。引換時まで紛失しないように保管しておいてください。 

・木材の引換時には「引換券（木材購入）」を持参してください。 

・氷の引換時と調理器材の引換、返却時には「引換券（氷購入・調理器材有料レンタル、ガスボンベ）」

を持参してください。 

◆木材のサイズ・価格 

種類 詳細 価格（税込） 

木材基本セット（屋台 1台分） ベニヤ板 2枚＋角材 5 本 \3,410 

ベニヤ板（1 枚） 1820㎜×910㎜×2.5㎜ \580 

角材（1本） 4000㎜×40 ㎜×30 ㎜ \450 

※業者の都合により価格が変更になる場合があります。 

・木材基本セットがあれば屋台を 1台分作ることができます。 

・釘、かなづち、のこぎりなどの工具は各団体で用意してください。 

・釘は木材からはみ出さないようにしっかり打ち込んでください。 

 

＜屋台の作り方と価格変更に関する詳しい情報はWebページに掲載しているので参照してください＞ 

URL：http://hakumonsai.weblike.jp/2019/participant/shop 
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木材購入申込書、氷購入・調理器材有料レンタル申込書 

提出期間 9月 25日（水）～ 9月 27日（金） 13：00 ～ 18：00 

提出場所 白門祭実行委員会事務局（4208号室） 



 

◆氷・調理器材の価格 

種類 詳細 ガス燃焼時間 価格（税込） 

氷（食用ではありません） 1貫（10㎝×12㎝×28㎝）  \500 

焼き鳥セット 焼き鳥器、一口ボンベ 1本 約 20 h \10,000 

鉄板セット 鉄板、ヘラ 2本、小コンロ 2台、二口ボンベ 1本 約 33 h \10,300 

たこ焼きセット 60個焼き仕様、小道具一式、一口ボンベ 1本 約 19 h \10,500 

おでんセット おでん鍋、一口ボンベ 1本 約 37 h \9,000 

クレープセット クレープ焼き器、小道具一式、一口ボンベ 1本 約 31 h \10,000 

セイロセット 中華セイロ、一口ボンベ 1本 約 20 h \12,600 

大コンロセット 大コンロ【直径 27㎝】1台、一口ボンベ 1本 約 40 h \6,400 

小コンロセット 小コンロ【直径 24㎝】2台、二口ボンベ 1本 約 33 h \7,700 

予備ガスボンベ（一口） 1本  \4,600 

予備ガスボンベ（二口） 1本  \4,900 

※業者の都合により価格が変更になる場合があります。 

※何日間借りても調理器材の価格は変わりません。 

＜各器材の写真と価格の変更に関しては Webページに掲載しているので参照してください＞ 

URL：http://hakumonsai.weblike.jp/2019/participant/pay 

◆注意事項 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「木材購入申込書」「氷購入・調理器材有料レンタル申込書」の企画名、団体名、責任者のフリガナ付

き氏名、責任者連絡先は企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記してください。 

・申込時に代金（一括払い）と申込書、当冊子を持参してください。 

・申込後、返金の申し出に応じることはできません。 

・火災が発生するおそれがあるので、ガスボンベは有料レンタルの器材以外には使用しないでください。  

また、予備ガスボンベを単体で貸し出すことはできません。 

・調理器材とガスボンベは毎日返却してください。 

・調理器材は汚れが落ちるまで洗い、持参したふきんを使って水気を落としてください。 

・調理器材を破損、紛失した際は、全額弁償となります。なお、破損や紛失につながる過失があった

団体は翌日以降の貸出が停止となる場合があります。 

 

 

・火災を防ぐため、市販の L字型レンジガードを設置し、防火対策を必ず行ってください。自作のも

のや、コの字型のものは使用することができません。 

・火気は可燃物(屋台の木材など)から 15cm以上離して設置し、使用中は近くに置かないでください。 

・原則として、有料レンタルの器材またはカセットコンロ以外の火気の使用を禁止します。その他の 

火気の使用を希望する場合は、企画受付時に当委員会に相談してください。 

・カセットコンロを使用する際は、以下の行為を禁止します。 

① 明らかに老朽化の激しいカセットコンロの使用 

② カセットコンロを覆うような大きな調理器材の使用 

③ カセットコンロを 2つ以上繋げての使用 

④ その他通常の使用方法とは異なる使用 

・ガスボンベを机の脚にヒモでくくりつけてください。 

 

火気の使用制限 



 

教室に備え付けのマイクおよびプロジェクターを使用する団体は提出してください。この書類を提出

していない団体は、教室に備え付けのマイクおよびプロジェクターを使用することができません。また、

当日の申請は一切認めることができません。 

※ステージ企画やCスクエア企画でマイクを使用する団体や、無料レンタルのビデオプロジェクター、

ワイヤレスマイク・アンプセットを使用する団体はこの書類を提出する必要はありません。 

※マイクおよびプロジェクターは、前期中に企画受付および各種抽選会を済ませた団体から優先的に

使用することができます。前期で総数に達した場合、後期に申請しても使用することができないので

注意してください。 

◆マイクの使用に関する注意事項 
・教室でマイクを使用する場合は、ワイヤレスマイク 1本、ピンマイク 1本、有線マイク 1本のみ使用

することができます。規定数以上の使用を希望する場合は、企画受付時に当委員会に相談してくださ

い。 

・持参のワイヤレスマイクは使用することができません。 

◆プロジェクターの使用に関する注意事項 

・プロジェクターをパソコンに接続するためのアナログ RGBケーブル（D-Sub15ピン）、音声ケーブル

は各団体で用意してください。 

・a使用時間は企画実施時間内におさめてください。「マイク・プロジェクター設置依頼書」に記入した時

間帯以外は使用することができません。 

 

◆記入方法 

（1）企画名・責任者氏名・責任者連絡先・企画実施場所 

 ・責任者のフリガナ付き氏名を記入してください。 

 ・その他の項目は企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記してください。 

（2）使用物品の希望数と用途 

・具体的に記入してください。ただし、数に限りがあるので希望に添えない場合は、当委員会から責

任者、副責任者の順に連絡します。 

（3）企画実施日 

 ・企画を実施する日に〇をつけてください。 

 ・リハーサル時にマイクおよびプロジェクターの使用を希望する場合は、リハーサルで使用する日程

に「リハ」と記入してください。 

（4）前日リハーサル予定時間・前日リハーサル時のプロジェクター使用 

・前日にリハーサルを行う際は、準備開始および撤収完了時刻を記入してください。 

・前日のリハーサルでプロジェクターの使用を希望する場合は「希望する」に〇をつけてください。 

  また、希望する場合はプロジェクター使用予定時間を記入してください。 
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マイク・プロジェクター設置依頼書 

提出期間 前期：a7月 5日（金） ～  7月 12日（金）13a：00 ～ 18a：00 

後期：10月 4日（金） ～ 10月 a9日（水）13：00 ～ 18：00 

提出場所 白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

※土日を除く 



 

（5）企画時間・当日リハーサル時、企画実施時のプロジェクター使用 

 ・企画時間を記入してください。 

・当日リハーサル時および企画実施時にプロジェクターの使用を希望する場合は「希望する」に 

〇をつけてください。また、希望する場合は、プロジェクター使用予定時間をそれぞれ記入して 

ください。 

 ・企画を複数日実施する場合で、日にちによって企画時間が異なる場合は、それぞれの企画時間を 

（6）「備考記入欄」に記入してください。 

（6）備考記入欄 

 ・その他、当委員会に伝えたいことがあれば記入してください。 

（7）設置イメージ図 

・マイクなどは業者が設置イメージ図に沿って設置します。教室の特徴を踏まえて、マイク、机、 

椅子などの位置関係を分かりやすく具体的に記入してください。          

 



 

さい。 

 

 以下の企画を実施する団体は提出してください。  

① 室内企画              ② 8号館前、セントラルプラザ、桜広場で実施する企画 

③ 室外で実施する体験企画やゲーム企画 ④ その他当委員会が必要と判断した企画 

 ※Cスクエア企画を実施する場合、安全対策書の提出は必要ありません。 

◆記入方法（表面） 
（1）企画名・責任者氏名・責任者連絡先・企画実施場所・企画実施日 

・責任者のフリガナ付き氏名を記入してください。 

・その他の項目は企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記してください。 

（2）入退場誘導 

・企画実施場所での来場者の入退場誘導の方法を具体的に記入してください。 

（3）防火対策 

・企画実施場所付近の消火器、防火用水の位置を確認し、防火対策を具体的に記入してください。 

（4）盗難・不審者・不審物への対応 

・盗難対策を具体的に記入してください。 

・不審者、不審物を発見した際の対応を具体的に記入してください。 

（5）事故・火災発生時の対応 

・けが人の対応や火災が発生した際の対応、当委員会への連絡手順などを具体的に記入してください。 

（6）避難場所・地震発生時の対応 

・以下の表で企画実施場所別の避難場所を確認し、避難場所と避難方法を具体的に記入してください。 

・以下の表に記載されている場所以外で企画を実施する際は、企画受付時に当委員会に相談してくだ 

 

企画分類 企画実施場所 避難場所 

室外企画 

A ブロック、1号館前、3号館前 ラグビー場 

B・C・D・Eブロック、2号館前（ペデ上）、 

桜広場、8号館前広場、セントラルプラザ 
桜広場 

F・G・Hブロック、三角広場 陸上競技場 

室内企画 

3 号館、4号館（サークル棟） ラグビー場 

5・6・7号館 陸上競技場 

8 号館、11号館、図書館、ヒルトップ 

9 号館クレセントホール 
桜広場 

ステージ企画 
中央ステージ 桜広場 

第二ステージ 陸上競技場 

C スクエア企画 C スクエア ラグビー場 

６ 安全対策書 

 提出期間 前期：07月 5日（金）～  7月 12日（金）13：00 ～ 18：00 

  後期：10月 4日（金）～ 10月 11日（金）13：00 ～ 18：00 

 提出場所 白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

※土日を除く 

当日「安全対策書」の記入通りに安全対策が行われていなかった際は、 

企画を停止にする場合があります。また、事故が発生した際も同様です。 



 

（7）備品などの破損防止策 

 ・企画実施場所での備品の管理方法や破損防止策について具体的に記入してください。 

 ・原則として机や椅子などの教室備品は教室外に移動させることができません。 

 

 



 

 

 

◆記入方法（裏面） 
（8）来場者への安全配慮 

 ・企画実施場所や、その周辺での安全対策を具体的に記入してください。 

（9）危険物の運搬・使用 

 ・化学薬品などの危険物を使用する際は「有」に○をつけてください。 

 ・「有」の場合は、危険物の取扱い方法を具体的に記入してください。 

（10）電源の使用 

・電源を使用する際は「有」に○をつけてください。 

・「有」の場合は、以下の各企画実施場所の電気容量を超過しないように、使用する機器の名称と 

  アンペア（A）数を記入してください。 

※1A＝100Wを目安として計算してください。 

 

 

 
  
 
    

各企画実施場所の電気容量 

 ・8号館前：10A     ・大教室（3号館）：20A    ・大教室（8号館）：10A 

・中教室：20A（11号館 2Fは 10A）  10A1111 

           

 

         

・小教室：10A 

（11）備考記入欄  

 ・出演者を招く団体は、出演者の誘導方法を記入してください。 

 ・その他、当委員会に伝えたいことがあれば記入してください。 

（12）見取り図 

 ・スタッフの配置場所、物を置く場所などを具体的に記入してください。 

 



  



 

 講演会などで学外から出演者を招く団体は提出してください。 

 ※出演者が中央大学の教員、院生、学部生である場合には提出する必要はありません。 

◆注意事項 
・「出演者承諾書」１枚で演者を複数人招くことができます。ただし、所属する会社が異なる演者を複数

数人招く場合は「出演者承諾書」をコピーしてそれぞれ会社ごとに提出してください。 

・出演者の都合などにより提出期限に間に合わない場合は、事前に当委員会に連絡してください。 

・出演者が車で来校する場合は車輌入構の申請が必要になります。詳しくは p.19「車輌入構」を参照 

  してください。 

・入場料が無料の講演会などの企画に限り援助金制度を利用することができます。詳しくは p.51「援  

助金制度」を参照してください。 

◆記入方法 
（1）出演者名・会社名・所在地・担当責任者氏名・担当責任者連絡先 

・上記をそれぞれ記入し、捺印をしてください。 

 ・出演者および担当責任者はフリガナ付き氏名を記入してください。 

（2）団体名・責任者氏名・学籍番号・責任者連絡先 

・団体名および責任者連絡先は企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記して

くください。 

・責任者はフリガナ付き氏名を記入してください。 

・責任者の学籍番号を記入してください。 

（3）企画名 

・企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記してください。 

（4）企画実施場所 

・企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記してください。 

（5）企画実施日・企画時間 

・企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された内容を転記してください。 

 ・企画時間に変更があった際は、当委員会に連絡してください。 

（6）演題 

 ・演題がある場合は記入してください。ない場合は「なし」と記入してください。 

（7）企画の詳細 

 ・企画の内容を具体的に記入してください。 

 提出期間 前期：a7月 5日（金） ～  a7月 12日（金）13：00 ～ 18：00 

      後期：10月 4日（金） ～  10月 11日（金）13：00 ～ 18：00 

 提出場所 白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

※土日を除く 

 

7 出演者承諾書 



     2019年　     　月　　     日

出演者承諾書 企画番号

第53回白門祭

（6） 演題 「かき氷にみる日本の伝統食文化」

（7） 企画の詳細

　　創業○×年、江戸時代より続く老舗かき氷屋「氷　いしやま」を営む△△代目店主、

　　石山敦士氏とそのもとで働いている弟子の小池海大氏をお呼びし、×××年受け

　　継がれてきたかき氷作りのこだわりを創業開始当初の資料を用い熱く語っていただき、　　

　　当時から現代にいたる日本の食文化の変遷もお話していただきます。また、講習会の

　　後半には石山氏と小池氏と来場者の相互交流を深めるために質問コーナーも設ける　　

所在地

    〒　000　―　0000 東京 都道
府県

以下は団体の責任者が記入してください

（1）

（フリガナ）
出演者名 石山　敦士　／　小池　海大

　イシヤマ　　アツシ　　　　　　　　　コイケ　　　カイト　

会社名 （株）氷　いしやま

八王子市

　　　東中野 00 ― 000

（フリガナ）
担当責任者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　隼叶　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　アオキ　　　　ハヤト　

担当責任者連絡先 　　　　　　                     090 　―　　　　0000　　　　― 　0000

（2）

団体名 有志

（フリガナ）
責任者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤井　涼真

フジイ　リョウマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

学籍番号 18A0000000F 責任者連絡先   　    080　―　0000　―　0000

（3） 企画名 石山敦士×小池海大座談会　

（4） 企画実施場所 8204

3日目
11/3

（5） 企画実施日

前夜祭
10/31

1日目
11/1

2日目
11/2

出演者承諾書記入例

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

　　予定です。

最終日
11/4

企画時間

　準備開始　　10：00

〇 　撤収完了　　17：00

藤
井

青
木



 

以下の内容をよく読んだ上で「援助金関係書類」を受け取り、必要な書類を提出してください。 

条件を満たさない場合は、援助金を支給することができません。 

◆援助金制度 

申請することができる援助金制度は「非営利企画援助金」と「特別援助金」の 2種類あり、重複して

申請することができます。 

① 非営利企画援助金制度 

 非営利企画援助金とは「白門祭の理念」（p.3『委員長挨拶』参照）に沿った文化性の高い非営利企画

に対して、援助金を支給する制度です。必要と認められる範囲において、企画運営費用として 1企画に

つき最大 15,000 円を支給します。原則として、物品や飲食物を販売する企画および参加費を徴収する

企画はすべて営利企画となるため「非営利企画援助金」を申請することができません。 

② 特別援助金制度 

 特別援助金とは、講演会などで出演者を招き、かつ入場料が無料の企画に対して援助金を支給する制

度です。用途が「出演料」としての申請に限り、1企画につき最大 40,000円を支給します。 

※「出演者承諾書」（p.49『出演者承諾書』参照）が提出されていない企画や、出演者が中央大学の教 

員、院生、学部生である場合は「特別援助金」を申請することができません。 

◆援助金を受け取るまでの流れ 

企画受付 

前期：6月 24日（月）～  6 月 28日（金）   13：00 ～ 18：00 

後期：9月 25日（水）～  9 月 27日（金）   13：00 ～ 18：00 

▼ 

「出演者承諾書」受付 ※特別援助金を申請する場合のみ 

前期： 7月 5日（金）～  7 月 12日（金）   13：00 ～ 18：00 

後期：10月 4日（金）～ 10 月 11日（金）   13：00 ～ 18：00 

▼ 

前夜祭・白門祭 

10月 31日（木）～ 11月 4 日（月） 

▼ 

「援助金関係書類」配布・受付 

11月 11日（月）～ 11月 15 日（金）   13：00 ～ 18：00 

▼ 

援助金交付 

12 月中旬 

詳細は 12月上旬までに生協前白門祭実行委員会専用掲示板および Webページに掲載します。 

 

8 援助金制度 

書類配布・受付期間  11月 11日（月）～ 11月 15日（金）13：00 ～ 18：00 

提出場所       白門祭実行委員会事務局（4208号室） 

※土日を除く 



 

◆注意事項 

・以下の用途での援助金の申請は認めることができません。 

① レンタカー代としての申請 

② エフェクター代、アンプ代、楽器代、照明代、衣装代などとしての申請 

※レンタルなど白門祭期間のみの使用であれば可 

  ③ 白門祭期間のみの使用ではなく、終了後も使用すると判断できるものへの申請 

※その他の用途においても当委員会で審査した結果、申請を認めることができない場合がありま 

す。 

・援助金申請の可否の結果は後日当委員会から連絡します。 

◆企業協賛企画との併用について 

・ 企業協賛企画と併用し、援助金を申請することはできません。ただし、物品協賛との併用は当委員会 

で審査し、申請の可否を決定します（p.53『企業協賛企画』参照）。 

◆添付書類（領収書）について 

・購入した物が具体的に確認できるレシートや領収書を添付してください。 

※コピーではなく、必ず原本を提出してください。 

・領収書の返却は行いません。必要な場合はコピーを取ってください。 

・但し書きが「お品代」や「白門祭備品」となっている領収書は受け付けることができません。一度に

複数の物を購入した場合は、レシートと領収書を両方とも提出してください。店舗によっては、レシ

ートか領収書どちらか一方しか発行できない場合があります。その場合は、レシートを提出してくだ

さい。 

・宛名は企画情報記入シート（当冊子裏表紙）に記入された団体名にしてください。 

※「上様」では受け付けることができません。レシートを提出する場合は余白部分に宛名を記入して

ください。 

・領収書の裏面には日付順に①、②、③…と番号をふり、番号順にクリップで留めて提出まで大切に保

管してください。 

・提出された書類は当委員会が審査します。不備がないように注意してください。 

・学友会所属部会に関しては、領収書の金額と援助金の金額を記入した「支払証明書」を発行します。

これは、援助金限度額を超えた支払いがあった場合、学友会費から残りを補填するために必要な証明

書です（この証明書は学友会の A帳簿に貼ることができます）。必要な部会は申し出て下さい。 

・万が一、提出期限に間に合わない場合は、提出期限内に当委員会に連絡してください。 



 

 企業協賛企画を希望する場合は、以下の内容をよく読んだ上で「企業協賛企画関係書類」を受け取り、

必要な書類を提出してください。 

◆企業協賛企画説明会 

◆企業協賛企画とは 

 第 50回白門祭から解禁された新しい企画実施方法です。その協賛形態には以下のものがあります。 

① 金銭協賛 

 企画実施のために企業に対して正当な対価を支払い、金銭の提供を受ける協賛です。例として、ビラ

などで企業の広告宣伝を行う代わりに企画実施資金を受け取るといった企画があります。 

② 物品協賛 

 企画実施のために企業に対して正当な対価を支払い、物品の提供を受ける協賛です。企業との契約で

物品販売を行う場合も物品協賛に該当します。例として、飲食店の広告宣伝を行う代わりに、企画で使

用する食品を提供してもらうといった企画があります。 

◆企画実施までの流れ 

企業協賛企画説明会（必要書類配布） 

前期：6月 24日（月）、00日（０）  17：10 ～ 18：10 

後期：9月 24日（火）、25日（水）  17：10 ～ 18：10 

 ▼ 

企業協賛企画関係書類受付 

前期：6月 25日（火）、28日（金） 15：10 ～ 18：00 

後期：9月 26日（木）、27日（金） 15：10 ～ 18：00 

▼ 

企画審査・実施可否報告 

前期：6月 29日（土）、6月 30日（日）     

後期：9月 28日（土）、9月 29日（日） 

※可否報告は PCメールで連絡します。メールアドレス：hakumonkyousan@gmail.com 

▼ 

前夜祭・白門祭 

10月 31日（木）～ 11月 4日（月） 

 

実施日程  企業協賛企画説明会は以下の日程で行っています。 

       前期：6月 24日（月）、00日（０）  17：10 ～ 18：10 

後期：9月 24日（火）、25日（水）  17：10 ～ 18：10 

実施場所  Cスクエア小ホール 

※説明会の際に必要書類を配布するため参加は必須です。いずれか 1 回に必ず参加して 

ください。 

 

９ 企業協賛企画 



 

◆注意事項 

・当委員会は白門祭を運営する立場であり、企業協賛に関する企画の受付、認可、情報管理のみを行いま

す。そのため学生と企業間で起こった問題に関して当委員会は原則関与しません。 

・企業協賛企画を実施するにあたって様々な制限があります。企業協賛企画関係書類を必ず確認して

ください。 

・ギャンブル関係、酒、ノンアルコール飲料、タバコの提供など公序良俗に反する企画や宗教的、差

別的内容を含む企画での企業協賛は認めることができません（p.8『実施に制限がある企画』参照）。 

・企業協賛する際は、学生と企業双方に利益のある取引を行ってください。 

・企業協賛企画の実施は、企業主体ではなく学生主体で行ってください。 

◆援助金制度との併用について 

・企業協賛企画と併用して援助金を申請する場合、金銭協賛との併用は認めることができません。 

また、物品協賛との併用は当委員会で審査し、申請の可否を決定します（p.51『援助金制度』参照）。 

  

 

 



ガスボンベを保管する場所です。

※となりあった 2 スパンの使用が可能です。

※となりあった 2 スパンの使用が可能です。
正門

北門
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　企画開始　　　　　　：　　　　　　（　　　　　　：　　　　　　）

　撤収完了　　　　　　：　　　　　　（　　　　　　：　　　　　　）

□ゲーム □展示会 □音楽・バンド

□その他＿＿＿＿＿＿□物品販売□上映会□ダンス

3日目
11/3

2日目
11/2

1日目
11/1

前夜祭
10/31

□終夜

企画実施日
（希望順位を数字で記入）

・電動イス
・グランドピアノ
・調整室

最終日
11/4

　　
プロジェクター使用

当委員会記入欄
（記入しないでください）

有　　　　　　　　　無

□板張り練習室
□会議室B
□会議室C
□

□中ホール
□小ホール
□ギャラリー
□和室

2日目
11/2

1日目
11/1

前夜祭
10/31

企画実施日
□終夜

火気の使用制限

同意する

有　　　　　　　　　無

大音量最終日
11/4

3日目
11/3

2日目
11/2

1日目
11/1

前夜祭
10/31

企画実施日

責任者学生証コピー貼付欄

―　　　　　　　―

―　　　　　　　―

（4）

（5）

（6）

Cスクエア企画

室内企画

室外企画

企画分類

□大教室（約　　　　人）
□中教室（約　　　　人）
□小教室
□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿

□ペデストリアンデッキ上下
あ希望ブロック（　　　　　）
□8号館前
□セントラルプラザ
□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿

企画実施場所

企画内容

企画時間
（カッコ内は前夜祭）

　準備開始　　　　　　：　　　　　　（　　　　　　：　　　　　　）

　企画終了　　　　　　：　　　　　　（　　　　　　：　　　　　　）

□飲食模擬店

□講演会

最終日
11/4

3日目
11/3

（フリガナ）

氏名

連絡先

（フリガナ）

氏名

（3）

―　　　　　　　―

副責任者

学籍番号

学籍番号

学籍番号

（2）

連絡先

（1） 企画名

団体名

責任者

（フリガナ）

氏名

連絡先

　第53回白門祭 企画書 2019年　　　　　月　　　　日

企画番号

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

(9)
 販売品目
a  ・価格

(　　　　　　　　円)

(　　　　　　　　円)

(　　　　　　　　円)

(　　　　　　　　円)

（7）

企
画
の
詳
細

（8）

企
画
紹
介

希望日程 その他記入事項

有　　　　　　　　　無

火気の使用

※白門祭パンフレット・Webページに掲載されます。



※基本貸出数以上の長机とパイプイスを希望する場合は、右側の（21）備考記入欄
   に物品名と数を記入してください（必携本ｐ.21『無料レンタル』参照）。

第53回白門祭 2019年　 　　月　　　　日

企画番号

（10）

車輌入構

希望する　　　　　　希望しない

利
用
希
望
日

11/4

11/3

11/2

11/1

10/31 10：00 ～ 22：30

8：00 ～ 20：00

希
望
理
由

（11）

控室

希望する　　　　　　希望しない

利
用
希
望
日 11/3

11/2

（12）

無料レンタル

希望する　　　　　　希望しない

物品名 11/311/211/110/31

終夜

希
望
理
由

11/1

10/31

11/4

延長コード（29ｍ）

暗幕（2.5ｍ × 2.6ｍ）

展示用パネル（1.8ｍ × 1.2ｍ）

数 11/4

ビデオプロジェクター

紅白幕（布：1.6ｍ × 6.5ｍ）

紅白幕（ナイロン：1.6ｍ × 6.5ｍ）

ござ（1畳敷）

ござ（6畳敷）

スクリーン(1.32m × 1.62m)

拡声器

ワイヤレスマイク・アンプセット

木材購入

希望する　　　　　　希望しない

（14）
氷購入

希望する　　　　　　希望しない

（15）

調理器材の有料レンタル

希望する　　　　　　希望しない

レンタルを希望せずに火気を使用する場合は、
　以下のどちらかの欄にチェックを入れてください。

□自前のカセットコンロ
□有料レンタルにない器材＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（13）

映像・写真の撮影使用

許可する　　　　　　許可しない

企画コンテスト

エントリーする
※〇がない場合は不参加となります。

（21）

備考記入欄

マイク・プロジェクター設置

希望する　　　　　　希望しない

（17）

（18）

援助金

希望する　　　　　　希望しない

企業協賛

希望する　　　　　　希望しない

（16）

（19）

（20）

受付＿＿＿＿＿＿　打込＿＿＿＿＿＿　確認＿＿＿＿＿＿

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

□

□

□

終夜同意書

マイク・プロジェクター設置依頼書

安全対策書

当委員会記入欄(記入しないでください)

□ 出演者承諾書

希望台数 台



※「飲食説明会」に参加していない団体はこの書類を提出することができません。

第53回白門祭

企画番号

 2019年　     　月　　     日

飲食物提供許可願

※この書類は当委員会を通して保健所に提出しますので、丁寧に記入してください。

（1）

企画名

（2）

企
画
実
施
日

前夜祭
10/31

（フリガナ）
責任者氏名

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4

団体名

責任者連絡先 ―　　　　　　―

（3）

前
日
仕
込
み

有
　
　
無

「有」の場合、仕込みの内容とその後の保管方法

（4）

提供食品名 火気の使用 有　　 　　無

材料 調理方法（取扱い方法） 保管方法

（6） 廃油回収 □希望する　　□希望しない

仕入先店舗名 電話番号

（5）

店舗番号

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

―　　　　　　―

―　　　　　　―

―　　　　　　―



　

第53回白門祭

事業部番号

受付者 　　　　　　　　印
企画番号

木材購入申込書
 2019年　     　月　　     日

企画名

団体名

(フリガナ）

責任者氏名

責任者連絡先 　　　　　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　

(当委員会控)

木材基本セット

合計金額

ベニヤ板
(1820mm×910mm×2.5mm)

角材
(4000mm×40mm×30mm)

切り取らないでください

第53回白門祭

企画番号 引換券（木材購入）

団体名

（フリガナ）

責任者氏名

責任者連絡先 　　　　　　　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　　　　　  ―　　　　　　　　　　　　

事業部番号

受付者 　　　　　　　　　印

企画名

木材基本セット

(1820mm×910mm×2.5mm)

角材

数量 金額

組 円

枚

本

円

円

円

数量

¥3,410 組

¥580 枚

¥450 本

価格(税込) 金額

円

円

円

円

※申込時に代金と当冊子を持参してください。

◆引換日　　　 ：　前夜祭10月31日（木）

◆引換時間　　：　10：30 ～ 13：00

◆引換場所　　：　木材・氷・有料レンタル引換所（p.55『構内図』参照）

◆持ち物        ：　本券（紛失しないように保管しておいてください）

合計金額

ベニヤ板

（4000mm×40mm×30mm)



※申込時に代金と当冊子を持参してください。

※何日間借りても調理器材の価格は変わりません。

第53回白門祭  2019年　     　月　　     日

氷購入・調理器材 事業部番号

企画番号

有料レンタル申込書 受付者 　　　　　　  　　 印

企画名

責任者学生証コピー貼付欄

団体名

(フリガナ)

責任者氏名

責任者連絡先                ―              ―

1. 氷購入
1日ごとの購入数、総購入数、合計金額を記入してください。(氷1貫：500円)

購入数

10/31

貫

11/1

貫

11/2

貫

合計金額

円

11/3

貫

11/4

貫

¥10,300
(鉄板・ヘラ2本・小コンロ2台・二口ボンベ1本)

2. 調理器材有料レンタル
レンタルを希望する器材について、希望日ごとの使用個数を記入してください。

レンタル器材 価格(税込)
レンタル希望日

10/31 11/1 11/2 11/3 11/4

焼き鳥セット ¥10,000
（焼き鳥器・一口ボンベ1本)

総購入数

貫

大コンロセット ¥6,400
（大コンロ〔直径27cm〕1台・一口ボンベ1本）

(クレープ焼き器・小道具一式・一口ボンベ1本)

セイロセット ¥12,600
（中華セイロ・一口ボンベ1本）

たこ焼きセット ¥10,500
(60個焼き仕様・小道具一式・一口ボンベ1本)

おでんセット ¥9,000
(おでん鍋・一口ボンベ1本)

鉄板セット

予備ガスボンベ(二口) ¥4,900

クレープセット ¥10,000

小コンロセット ¥7,700
（小コンロ〔直径24cm〕2台・二口ボンベ1本)

予備ガスボンベ(一口) ¥4,600



第53回白門祭      マイク・プロジェクター
    設置依頼書

 2019年　     　月　　     日

企画番号

　（フリガナ）
責任者氏名

準備開始　　　　　　： 企画開始　　　　　　：

企画終了　　　　　　： 撤収完了　　　　　　：

責任者連絡先 　　　　　　ー　　　　　　ー
当日リハーサル時のプロジェクター使用

企画実施場所
（5）

企画時間

希望する　　　　　　　　　　　希望しない

使用終了　　　　　　：

有線マイク

（1）

企画名

企画実施時のプロジェクター使用

（2）

物品 希望数 用途 使用開始　　　　　　：

ワイヤレスマイク 本

ピンマイク 本 希望する　　　　　　　　　　　希望しない

本 使用開始　　　　　　： 使用終了　　　　　　：

ショートスタンド 本

ロングスタンド 本
備考記入欄

前夜祭
10/31

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4

（7）

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

使用開始　　　　　　： 使用終了　　　　　　：

設置イメージ図

（6）

（4）

前日リハーサル予定時間

準備開始　　　　　　： 撤収完了　　　　　　：

前日リハーサル時のプロジェクター使用

希望する　　　　　　　　　希望しない

（3）

企画実施日



責任者連絡先

企画実施日

1日目
11/1

―　　　　　　　　　　―

企画名

第53回白門祭

安全対策書 企画番号

    2019年　     　月　　     日

(2)

入退場誘導

3日目
11/3

最終日
11/4

(1)

前夜祭
10/31

企画実施場所

2日目
11/2

（フリガナ）
責任者氏名

(3)

防火対策

(5)

(6)

(7)

盗難・不審者・不審物への対応

事故・火災発生時の対応

避難場所

備品などの破損防止策

地震発生時の対応

(4)

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。



    2019年　     　月　　     日

見取り図

有　　　　　　　　無

(12)

A　

A　

A　

　電気機器名：

　電気機器名：

　電気機器名：

備考記入欄

A　

A　

　電気機器名：

　電気機器名：

　総アンペア数

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

(10)

(11)

　電気機器名：

A　

A　電源の使用

第53回白門祭

企画番号

有　　　　　　　　無危険物の運搬・使用

来場者への安全配慮

(8)

(9)



第53回白門祭

企画番号

以下は団体の責任者が記入してください

（1）

（フリガナ）
出演者名

会社名

所在地

（フリガナ）
担当責任者氏名

担当責任者連絡先

都道
府県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

責任者連絡先 ―　　　　　　　　　―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　

出演者承諾書

   〒　　　　　    ―　　　　　

 2019年　     　月　　     日

（7）

団体名

（フリガナ）
責任者氏名

学籍番号

企画実施場所

企画名

企画実施日

（2）

（3）

（4）

（5）

（6） 演題

企画の詳細

前夜祭
10/31

※この書類を提出する前に必ずコピーを取り、保管しておいてください。

最終日
11/4

企画時間

　準備開始　　　　：

　撤収完了　　　　：

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3





　

□総務

Cスクエア小ホールA
前期 ： 07/2 （火）  17 ： 00～

Cスクエア中ホール
後期 ： 10/1 （火）  17 ： 00～

□　□　□　□

□終夜同意書
□マイクあ・あプロジェクター設置依頼書
□安全対策書
□出演者承諾書

責任者氏名 （カタカナ） 責任者連絡先 　　　　ー　　　　　　　ー　　　　

準備 ・ 撤収時間 　　　：　　　　　～　　　　　：　　　　 企画実施場所

□板張り練習室
□会議室B
□会議室C
□会議室C

□終夜

前夜祭
10/31

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4

前夜祭
10/31

1日目
11/1

室外企画抽選会 室内企画抽選会 ステージ企画説明会 Cスクエア企画協議会

企画
実施日

企画
実施日

企画番号

企画名 団体名

（当委員会記入）

企画情報記入シート第53回白門祭

3日目
11/3

企画分類

□室外企画 □室内企画 □ステージ企画 □Cスクエア企画

□ペデストリアンデッキ上下
□希望ブロック（　　　　　）
□8号館前
□セントラルプラザ
□その他

□大教室
□中教室
□小教室
□その他

□中央ステージ

□第二ステージ

前夜祭
10/31

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4

□中ホール
□小ホール
□ギャラリー
□和室

企画
実施日

企画
実施日

□終夜

最終日
11/4

前夜祭
10/31

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4

2日目
11/2

9号館クレセントホール
前期 ： 07/4（木）  17 ： 00～
後期 ： 10/3（木）  17 ： 00～

□　□　□　□

Cスクエア小ホール
前期 ： 07/3 （水）  15 ： 40～
後期 ： 10/2 （水）  15 ： 40～

ステージ企画を希望する場合は
どちらか1回に参加□総務　□飲食

飲食物提供 参加団体総会
ステージ企画協議会

希望する　　　　　　　　希望しない
すべての団体が必ず参加

飲食説明会日程

Cスクエア中ホール
後期 ： 10/4 （金）  15 ： 40～

飲食説明会前期 後期 9号館クレセントホール
10/14 （月）

15 ： 10～ / 17 ： 00～
いずれか1回に参加

Cスクエア小ホール
ステージ企画を希望する場合は

必ず参加
飲食物提供企画を

希望する場合のみ参加
（いずれか1回に参加）

□総務　□飲食

木材購入、氷購入・調理器材有料レンタル

Cスクエア小ホール
前期 ： 07/2 （火）  17 ： 00～

Cスクエア中ホール
後期 ： 10/1 （火）  17 ： 00～

9/23（月）13：30～
9/25（水）13：30～
0/0（　） 　15：30～０

9/27（金）13：30～.

000000000000

6/24（月）13：30～
6/26（水）13：30～
ああああああ15：30～
6/27（木）13：30～
ああああああ15：30～

提出期間
9/25 （水）   ～   9/27 （金）

13 ： 00  ～  18 ： 00

車輌入構 「木材購入申込書」
希望する　　　　　　　　希望しない

希望台数 台
車輌入構抽選会 白門祭実行委員会事務局

（4208号室）前夜祭
10/31

木材購入を
希望する場合のみ提出

希
望
日

希望する　　　　希望しない

氷購入利
用
日

「氷購入・調理器材有料
レンタル申込書」

希望する　　　　希望しない
白門祭実行委員会事務局

（4208号室）
控室

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4 木材購入

調理器材有料レンタル

　　　　9号館クレセントホール
　　　　10/7（月）  12 ： 40～

　
　　車輌入構を希望する場合のみ参加

/※車輌入構抽選会実施の有無は
o  ..9/30（月）Webページなどで発表０

※企画情報記入シートは当委員会が使用するため記入しないでください。
※各種イベント、手続きには参加者必携本（当冊子）を必ず持参してください。

希
望
日

企業協賛 希望する　　　　希望しない
9号館クレセントホール
10/7 （月）  17 ： 00～

控室を希望する場合のみ参加
□　□　□　□

備考記入欄
利
用
日  

控室場所

□終夜

□終夜

希望する　　　　　　　　希望しない
氷購入・調理器材有料レンタルを

希望する場合のみ提出前夜祭
10/31

1日目
11/1

2日目
11/2

3日目
11/3

最終日
11/4

希望する　　　　希望しない
控室抽選会

9号館クレセントホール
. 10/7（月） 12 ： 40～

□

※車輌入構を希望する場合のみ参加
..※車輌入構抽選会実施の有無は

※   9/30（月）Webページなどで発表

□総務 □飲食
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