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------------------------------2．今後の動き--------------------------------- 

2.1 企画担当者一覧 

企画名 担当者 

ミライノートライブステージ 田原 

スーミン先生の保健室 岡久 

アカペラライブ 2018～多彩なハーモニーを

お届け～ 

古林 

最高の丼はどれだ 森川 

吹奏楽部ステージ演奏 正力 

Strings Concert 正力 

環大 BUSAIKU！？ 星島 

書道パフォーマンス 星島 

ASO All stars 松本 

バヤシとゴリの最後の大一番～いろいろや

るからとりあえずきて～ 

飯塚 

四季の星空をプラネタリウムで上映する 大野 

音創部 presents 屋外・屋内ライブ 古林 

和太鼓、出陣ナリ 岡久 

ソロギター演奏 大野 

ダンス部 野津 

英語ミュージカル 森 

ボードゲーム体験会 松岡 

harminy♪ 森川 

学内予選 本学部 野津 

献血サークル 大野 

 

2.2 打ち合わせについて 

担当者と代表者がメールや LINE 等で連絡を取り、各自行うようにする。 

 

2.3 企画書作成について 

ホームページからデータを入手し、締切日までにメールに添付して送信する。 

記入方法が分からない場合は担当者に聞くこと。 

 

宛先：gakusai@kankyo-u.ac.jp  

件名：企画会場班宛 持ち込み企画「（企画名）」 
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「第 18 回環謝祭イベント企画書①とごみリスト」提出〆切：7月 23 日（月） 

  「第 18 回環謝祭イベント企画書②」提出〆切：8月 17 日（金） 

 

   ※企画書①：企画概要・希望場所について記入 

    企画書②：貸し出ししてほしい備品について記入 

    ごみリスト：企画内容上で出ると考えられるごみについて記入 

 

2.4 タイムスケジュールについて 

 

・屋外ステージ及び 11講義室で開催するイベントの場合 

 ①希望する時間枠を 15 分/30 分/45 分/1 時間以上 の中から選択する。 

②時間帯を後日当委員会から提案するので、その中から選択する。 

 

・屋外ステージ及び 11講義室以外で開催するイベントの場合 

10:00～17:00 の間なら特に時間枠や時間帯についての指定はない。 

 

※時間枠は準備と片づけの時間を含む。 

※時間枠・時間帯は、当委員会から提案された選択肢の中から選択する。 

 被った場合の抽選は第 2回持ち込み企画説明会にて行う。 

 

-----------------------------3.イベント運営関連--------------------------- 

3.1 リハーサルについて 

屋外ステージ及び 11 講義室を使用する団体は必ずリハーサルに参加すること。 

その他の団体でリハーサルが必要な場合は、当委員会まで連絡をする。 

 

日時：10月 19 日（金) 13：00～ 

場所：11講義室（当日屋外ステージを使用する団体も含む） 

所要時間：各団体約 15分 

各団体のリハーサル開始時間は、メールまたは打ち合わせにて担当者が連絡す 

 

3.2 屋外ステージのサイズについて 

  屋外ステージ 横約 9m×縦約 5m(昨年度と同様） 

  中央にせり出し有り 横約 1.8m×縦約 2.7m 

  舞台の配置図は、第 2回持ち込み企画説明会の際に配布する。 
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3.3 衣装の着替え場所及び保管場所について 

必要な場合は担当者に相談する。 

 

3.4 マイクについて 

 

 ・使用可能なマイク 
 1 1 講 義 室⇒無線マイク 2本・有線マイク 1本 

 屋外ステージ⇒無線マイク 2本・有線マイク 5本 

 その他の場所でマイクを使用する場合は、担当者に相談する。 

 

3.5 音響について 

 

一団体につき CD1 枚が使用可能。 

念のため、予備として同じ音楽の入った CDを 1～2 枚用意すること。 

 

・屋外ステージで行うイベントの場合 

当日の朝 9時頃から屋外ステージの音源チェックを行う。 

各団体一名が CD を音響テントまで持ってくる。 

音源チェックの順番については、後日担当者が連絡する。 

 

・11 講義室で行うイベントの場合 

11 講義室で音源を利用される方は、リハーサル時にチェックを行う。 

 

・その他講義室で音源利用を希望される団体は、担当者へ相談する。 

 

 

--------------------------------4.当日運営---------------------------------- 

4.1 禁止事項 

酒類関係 

禁止事項 違反時の対応 

会場内への酒類の持ち込み 没収・厳重注意 

酒気帯び状態での運営 企画・出展の中止 
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備品関係 

禁止事項 違反時の対応 

備品の破損・紛失 全額弁償 

申請外の備品の使用 全面禁止・発覚時は一時預かり 

 

 

宣伝関係 

禁止事項 違反時の対応 

申請外の宣伝活動 撤去・厳重注意 

申請外のポスター及びビラの設置・配布 没収・厳重注意 

※ビラ・ポスターについては 7ページ目を参照 

その他 

禁止事項 違反時の対応 

誹謗中傷、悪評の流布、特定の政党・宗教

の支持・批判、団体や組織への入会の強制

など 

厳重注意・環謝祭への参加禁止 

無許可での広報及び団体活動 厳重注意・環謝祭への参加禁止 

イベント禁止事項 

※全禁止事項の共通罰則⇒環謝祭の活動の手伝い 

当日の企画中止は望ましい事ではありませんが、環謝祭を安全且つ円滑に運営する上では

止むを得ないと判断いたします。より良い環謝祭のため、ご理解とご協力の程宜しくお願

い致します。 

 

4.2 備品の貸し出し・返却について 

 

備品管理者 

備品の受け取り・管理及び返却は代表者か副代表者が行う。 

貸し出し 

担当者と相談の上で決定し、イベント開始 30 分前に各自貸し出し場所に集合する。 

禁止事項 違反時の対応 

企画の延長 延長時点での企画の終了 

遅刻・放棄 環謝祭の後片づけの手伝い 

申請外の企画内容の実施 

厳重注意 

※迷惑行為や危険行為と判断した場合、企

画の中止 
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 貸し出し場所 

屋外ステージ 11 講義室等 

ステージ横テント 学生センター2階会議室 

 

返却 

備品の破損・紛失等が無いようにする。イベント終了後ただちにそれぞれの貸し出し

場所に返却する。 

 

4.3 貸し出し備品使用規則 

1. 貸し出し備品を申請以外の事に使用しない。 

⇒申請内容の遵守のため 

2. 企画書に記載されていない貸し出し備品を使用しない。 

⇒申請内容の遵守のため 

3. 申請備品の直前（1週間前）での不使用。 

⇒申請内容の遵守のため 

4. 貸し出し備品を破損・紛失しない。 

⇒学内備品の保護のため 

5. キャスターが付いている貸し出し備品を転がさない。 

⇒学内備品の保護のため 

※これらに反した場合、該当者と該当団体の次回環謝祭の借用申請を許可しない。 

 

4.4 集合時間 

 

環謝祭当日は、イベント開始 20 分前までに参加者全員があらかじめ担当者との打ち

合わせで決めた場所へ集合する。 

 

-----------------------------5.質疑応答---------------------------------- 
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--------------------------6.次回説明会予定---------------------------- 

≪第 2回持ち込み企画説明会≫ 

日時:8 月 3 日（金）16:20～ 

場所：学生センター2階会議室 

主な内容:各企画のタイムテーブル枠の抽選会、配置図配布 

 

質問等があればこちらまで。 

公立鳥取環境大学 大学祭実行委員会メールアドレス：gakusai@kankyo-u.ac.jp 

 

第 18 回環謝祭ホームページ: https://2018kansyasai.jimdofree.com 

---------------------7.ビラ・ポスターについて----------------------- 

 

環謝祭当日に持ち込み企画に関するビラの配布・ポスターの掲載をする場合には以下

のルールを必ず守ること。 

 

 ビラ ポスター 

サイズ A5 A4 

枚数 100枚以内 5枚以内 

人数 2人まで  

申請期間 当日の1週間前まで 

場所 ※学内 担当者と相談 

配布時間 
オープニングから 

企画の開始時間まで 

 

※立ち入り禁止場所・食堂での配布、受付や模擬店、他の企画への迷惑となるよ

うな行為は禁止。 

 

 


