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１．東京都市大学学園祭共通テーマ及び第 10 回東京都市大学等々力祭テーマ 

 

東京都市大学学園祭共通テーマ 「 “新しい”をずっと 」 

第 10 回東京都市大学等々力祭テーマ 「心」 

 

２．はじめに 

 

等々力祭実行委員会より 

本資料は第 10 回東京都市大学等々力祭（以下、等々力祭）に参加して頂く皆さまに向けて作成した資料

です。参加団体の皆さまは本資料内容をよく理解していただき、安全に等々力祭を運営できるようご協力

をお願いします。疑問点は等々力祭実行委員会までお気軽にご連絡ください。 

（連絡先は P.10「11．提出先・連絡先」にてご確認ください） 

 

今年度の等々力祭は 11/3（土）、4（日）に開催致します。 

本日は第 1 回参加団体説明会にお越しいただきありがとうございます。今年度 10 回目を迎えました等々力

祭のコンセプトとして「学生主体の学園祭」を掲げております。ぜひ参加してくださる皆様には等々力祭を

例年以上に盛り上げるため、お力を貸していただきたいと思います。 

 

この参加団体説明会は等々力祭への参加を希望する皆さまに、等々力祭実行委員会からの伝達事項や資料配

布、参加団体の皆さんに提出して頂く資料の確認をする場です。参加団体説明会は全３回を予定しておりま

す。等々力祭への参加を希望する団体は必ず責任者を含め 1 名以上の学生が出席してください。無断で説明

会を欠席すると、等々力祭への参加を辞退したものとみなす場合がございますのでご注意ください。 

 

３．等々力祭の日程 

 

 
11/2（金） 

準備日 

11/3（土） 

1 日目 

11/4（日） 

2 日目 

11/5（月） 

片付日 

入退校 未定 08:00～20:00 08:00～20:00 09:00～15:00※ 

開催時間 － 10:00～19:00 10:00～19:00 － 

教室企画時間 － 10:30～19:00 10:00～16:00 － 

模擬店営業時間 － 10:30～19:00 10:00～16:00 － 

飲酒可能時間  14:30～19:00 14:30～19:00  

※2 日目に片付けが終わらなかった場合のみ 
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４．昨年度の参加状況 

 

種別 団体名 種類 

模
擬
店
参
加 

都市生活学科学生会 フランクフルト 

ユニバーサルデザイン研究室 コロッケ、餡かけ 

テニスサークル BOOM 焼きそば 

バドミントンサークル Light speed じゃがバター 

バレーボールサークル CUBE 鳥川鉄板焼き 

世界遺産研究会 ホットック 

せぱたく あら汁 

里山倶楽部 Eco-Works おしるこ 

児童学科２年 B 組 豚汁 

児童１年 ポップコーン 

TAP ホットチョコレート、パンケーキ 

まちづくりサポートチーム クレープ 

おやじの会 焼き鳥、酒類 

空間デザイン研究室 わたあめ 

教
室
企
画
参
加 

児童文化研究会ぽっけ 絵本読み聞かせ 

木内研究室 ぬいぐるみを使用した企画 

演劇サークル 演劇会 

エレクトーンサークル skytone 演奏会 

うらら研究室 体育館で遊び 

ス
テ
ー
ジ 

アカペラサークル Groove アカペラ発表 

合唱団 グリークラブ 合唱発表 

ダンスサークル UP BEAT ダンス発表 
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５．今後のスケジュール 

 

※各予定内容に関しては今後変更が生じる可能性があります。 

 日時 対象 内容 

第 1 回 

資料提出 

7/13（金） 

23:59 締切 

提出:Google フォーム 

共通 

①参加確約 

②各責任者連絡先 

③飲酒の確約 

④救命講習有無 

模擬店 ①販売メニューレシピ内容 

教室 ①希望教室 

ステージ ①希望発表時間 

第 2 回 

参加団体説明会 

8/7（火） 

12:00～12:30 

224 教室 

模擬店 

・調理に関して 

・レンタル物品について 

▼支払い代金 

①参加費(3,000 円) 

②保証金(5,000 円) 
  

8/7（火） 

12:00～12:30 

225 教室 

教室 

・使用施設振り分け発表 

・次回提出書類について 

▼支払い代金 

①参加費(3,000 円) 

②保証金(5,000 円) 
  

ステージ 

・発表時間お知らせ 

・次回提出書類について 

▼支払い代金 

①参加費(3,000 円) 

②保証金(5,000 円) 
  

救命講習会 

8/7（火） 

13:00～16:00 

玉川消防署 

模擬店 人工呼吸法、心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、

止血法等の応急手当の重要性を認識し自

主救護能力と救命率の向上を図る。 教室 

第 2 回 

資料提出 

8/31（金） 

23:59 締切 

提出:Google フォーム

(予定) 

共通 
①電気使用量 

②団体紹介文、PR 画 

模擬店 ①衛生事項確認書類 

教室 
①借用物品申請書 

②教室レイアウト図提出 

ステージ 上記共通と同様 
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 日時 対象 内容 

最終 

参加団体説明会 

10/16（火） 

12:40～13:10 

場所:教室未定 

模擬店 

・準備日、当日の流れについて 

・連絡事項 

・調理室に関して 

▼支払い代金 

①レンタル物品代 
  

10/16（火） 

12:30～13:00 

場所:教室未定 

教室 

ステージ 

・準備日、当日の流れについて 

・連絡事項 

事故防止指導 

10/17（水） 

時間未定 

場所:世田谷キャンパス 

模擬店 

教室 

ステージ 

・アルコール指導 

・金券取扱要領説明 

等々力祭 

準備日 
11/2（金） 

模擬店 装飾、テント準備 

教室 教室配置、装飾準備 

ステージ リハーサルの実施 

等々力祭 

当日 
11/3（土）・4（日） 

模擬店 

教室 

ステージ 

当日 

保証金返却期間 

11/12（月）～16（金） 

昼休み（時間相談可能） 

場所:等々力祭実行委員会会室 

模擬店 

教室 

ステージ 

・1 団体につき 5,000 円を返金 

※手渡しでの返金のため会室までお越し 

ください 

 

６．参加条件 

 

・等々力祭実行委員会の定める規則、指示に必ず従うこと。 

・顧問として専任教職員を必ず１名おくこと。 

・参加団体説明会には責任者を含む１名以上が出席し、団体メンバー全員に参加団体説明会の内容を共有す

ること。 

・参加団体説明会等で指示される提出データは必要事項の記入漏れがないよう注意し、必ず締め切りまでに

提出すること。 

・保証金、参加費を支払うこと。 

・参加団体は酒類を扱わないこと。（特別団体を除く） 

・原則、責任者の複数団体兼務及び途中変更は認めない。 

・等々力祭期限中、必ず責任者は等々力キャンパス内にいること。 

・責任者は等々力祭当日にすぐに連絡をとれる状態にしておくこと。連絡が取れない場合、企画を打ち切る

場合があります。 

・等々力祭期間中、救命技能認定書所持者が必ず等々力キャンパス内に１名以上いること。 
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７．参加形式 

 

等々力祭への参加形式は以下の 3 つです。注意事項をよく読んで申し込んでください。 

①模擬店出店  ②教室企画  ③ステージ発表 

 

 ７-１．模擬店出店  

【参加について】 

・募集枠・・・15 団体 

・食品を販売する場合は、全団体で種類に偏りが無いようあらかじめこちらで各食品ジャンルの出店可能 

枠を定めさせていただきます。参加資料送信の際に希望メニューの第１希望～第３希望までご記入くだ 

さい。運営側で全体のバランスを見て希望メニューの中から出店メニューをお願いさせていただきます。 

ジャンル 出店可能枠 ※およその数 

主食系  （やきそば、お好み焼き、肉巻きおにぎり…など） ３ 

軽食系  （焼き鳥、ウインナー、たこ焼き…など） ５ 

汁物系  （豚汁、おしるこ…など） ２ 

デザート系（チュロス、クレープ、ワッフル…など） ３ 

ドリンク系（スムージー、タピオカジュース…など） ２ 

 

【出店について】 

・生ものを販売することはできません。 

・製作品、既製品は問いません。 

・テント内では原則、加熱以外の調理はできません。切る・混ぜる・こねる・包む等の仕込み行為は必ず 

2 号館 3 階の調理実習室で行ってください。 

・保健所で定められた食品以外は使用できません。 

※以上の行為が発見された場合又は食中毒など衛生面で問題が起きた場合は模擬店での営業をすべて即

刻中止して頂きます。 

 

【テントについて】 

・テントの装飾はテントを破損しないもの、他団体のテントに被害が及ばない範囲内で自由に行ってく

ださい。また、当日の状況（天候など）によってはテントをたたんで運営していただく場合がございま

すのでご了承ください。 

・テントサイズ（高さ×奥行×横幅） 

大テント:2.6m×2.7m×5.4m  

小テント:2.6m×2.7m×3.6m 

  ※大テントは 2 団体でテント 1 つの使用となります。実際に団体で使える横幅は 2.7m となりますので

ご注意ください。 
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 ７-２．教室企画  

【参加について】 

・使用を希望する教室を第 1 希望～第 3 希望まで各団体内で決めてください。 

・企画内容や使用教室によっては安全面などを考慮して企画内容を制限させて頂くことがありますのでご 

了承ください。 

・企画が重複した場合は、等々力祭実行委員会にて調整致します。 

 

【使用可能教室一覧】 

 ・1 号館:121 教室 

 ・2 号館:211PC 室・212PC 室・221 教室・222 教室・224 教室・243 教室 

 

 ７-３．ステージ発表  

【参加について】 

・例年、等々力中高の体育館を借用してステージ発表を行っていましたが、今年度は体育館の改修工事実 

施のため使用できません。そのため場所を 213 教室で予定しております。 

（ステージサイズ…以下の簡略図を参照） 

・213 教室以外を用いた発表を希望する場合は個別でご相談ください。 

  

総席数 238 

30 

215 

250 

680 

1100 
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8．参加費・保証金 

 

等々力祭の参加費として参加団体より 3,000 円を徴収させて頂きます。参加費は返金致しません。 

また、参加費とは別に等々力祭では参加団体から 5,000 円の保証金をお預かりしています。保証金は確約事

項を守って頂ければ、必ず全額返金致します。ただし、規則に違反した場合や、等々力祭実行委員会の指示

に従って頂けない場合は保証金の返金は致しかねます。 

 

【注意事項】 

・第１回書類提出後（参加内容の決定後）に参加を取りやめる場合は参加費・保証金は返金致しません。 

・保証金は等々力祭に参加する上で担保として納める金銭であり、実際に等々力祭で使う物品レンタル

費、ガス費、食材費は保証金とは別に各団体で負担して頂きます。 

・施設、物品に破損、紛失があった場合には保証金とは別に弁償して頂きます。 

・2 つ以上の形態で参加を希望する場合、責任者を別々に立ててください。 

（例）模擬店、教室企画を出店する場合、参加費 3,000 円×２＋保証金 5,000 円の計 11,000 円が必要 

・保証金 5,000 円は等々力終了後返却致しますが、万が一トラブルなどが確認された場合には返金を致し 

かねますので予めご了承下さい。詳細は第 2 回参加団体説明会で説明致します。 

参加費・保証金は 8/7（火）の第 2 回参加団体説明会の際に集金致します。 

 

１０．救命講習 

 

参加団体の方は、各団体１名以上が救命技能認定証を持っ

ていることが参加条件となっています。そのため、救命講習

会を受講したことがない方、救命技能認定証の期限が切れて

いる方は等々力祭実行委員会主催の救命講習会に参加してく

ださい。 

救命技能認定証所持者１名は等々力祭期間中 

（11/3 土・4 日）、等々力キャンパスに必ずいるようにお願

いします。なお、救命講習会の費用は無料です。 

※一般的に救命技能認定証の期限は３年間です。所持している

方も期限をご確認ください。 

  

▲救命技能認定証 
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１１．連絡先 

 

等々力祭に関する事で質問や不明な点がある場合は、以下の担当者までご連絡ください。 

 

等々力祭実行委員会 管理部部⾧ 参加団体担当 

都市生活学部 都市生活学科 2 年 増子 香菜（マスコ カナ） 

アドレス:kanri@todorokifes.com 

連 絡 先:070-1302-1192（携帯） 

連絡先:  03-3703-7552（会室） 

 

【LINE＠登録のお願い】 

今年度より等々力祭公式 LINE＠からご連絡いただくことが可能です。 

今後、参加団体にまつわる情報をこちらにてご連絡いたしますので 

右の QR コードから友達登録していただき、団体名・氏名を表記した 

うえでメッセージの送信をお願いいたします。 

 

 

【等々力祭実行委員会 会室への地図】 

3 号館、鉄扉奥の階段を下りた先にあります。 

等々力祭 

実行委員会 

↑等々力祭 LINE＠QR コード 


