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第 4 回参加団体説明会【パフォーマンスエリア企画】 

2017年 9月 28日(木)～30日(土) 

第 133回明大祭実行委員会 参加団体局 屋外ステージ部門 
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1. 当日の連絡先 

情報の確実な伝達を図るため、当日の連絡には必ず電話を使用してください。 

記入していただく連絡先は、参加団体本部・屋外ステージ部門です。電話番号が確定次第、メールなどでお

知らせいたしますので、その際は必ず携帯電話の電話帳に登録をお願いいたします。 

 

参加団体本部・屋外ステージ部門：     ―       ―          

 

※ この連絡先は雨天時、災害時などの連絡の際にも使用します。 

※ 連絡がつかない場合は、お近くにいる紫の法被を着た明大祭実行委員にお声掛けください。 

※ 当日は、携帯電話をこまめに確認するようにお願いいたします。 

※ メールにて連絡を行う場合もございますので、メールの送受信も併せて確認をお願いいたします。 

¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
¥l
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2. 当日の動き 

 

企画開始 

60 分前 

【00：00】 

控室（メディア棟 M305）入室 

企画開始 1時間前から控室への入室が可能です。 

 

企画開始 

40 分前 

【00：00】 

出演者点呼 

企画開始 40分前までに、参加団体控室に出演者と運営者（音源係など）が完全

に揃い、点呼を取れる状態にしてください。明大祭実行委員が点呼をとります。 

※ 集合時間に遅れる場合は、お早めに参加団体本部・屋外ステージ部門までご

連絡ください。 

※ 点呼後に控室を退室する際は、受付の明大祭実行委員にお声掛けください。 

 

企画開始 

15 分前 

【00：00】 

移動開始 

企画開始 15分前になりましたら、舞台袖へ移動を開始します。出演者と運営者

（音源係など）全員が揃った状態でお待ちください。明大祭実行委員が誘導い

たします。 

※ 集合時間に遅れる場合は、お早めに参加団体本部・屋外ステージ部門までご

連絡ください。 

企画開始時間 

【00：00】 

企画実施 

※ 転換時間にテープなどでパフォーマンスエリア上に目印を付けることがで

きます。 

企画終了後 

控室撤収時間 

【00：00】 

控室撤収 

控室の利用は企画終了時間から 30分後までとします。 

また、パフォーマンスエリアからそのまま退出することも可能です。 
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3. 雨天時について 

(1) 明大祭の開催の判断について 

 雨天時は当日の 9：00頃に、全日中止、午前の開催の可否、時間短縮で開催の判断をメールにて連

絡いたします。また 9：00の段階で全日明大祭が中止と判断できない場合、午後の明大祭の開催の

可否について再度連絡いたします。 

 悪天候時やその他災害などによる緊急時の対応により企画が短縮や中止になった場合であっても、

参加団体分担金やステージ演出代預り金の返金はいたしませんのでご了承ください。 

 

(2) 企画実施の判断について 

 企画進行は原則としてタイムテーブル通りの進行に努めます。 

 企画実施時間短縮の際は、企画進行台本に記載していただいたコーナーの中で、優先度の高いもの

から企画を実施していただきます。 

 雨の影響で企画実施予定時間の残りが 15分未満になった場合は、企画が中止になる場合がござい

ますので、予めご了承ください。 

 雨天時の場合は明大祭実行委員会の指示に従ってください。 

 

(3) 注意事項 

 メールまたは電話での連絡がない限りは、原則として予定どおりに企画を行いますので、独断によ

る行動は慎んでください。 

 

4. サウンドチェックについて 

企画実施前日、または企画実施日にパフォーマンスエリアで楽器類の設置、音量バランス、演奏者個々への

モニター返しなどの確認を行います。企画実施前日 18：00～19：00、企画実施日 9：00～10：30の間にサウ

ンドチェック用タイムテーブルに従って行います。 

他参加団体の迷惑になりますので、時間の延長はいたしかねます。 

 

(1) 集合時間・場所 

集合時間：サウンドチェック開始時間の 10分前 

集合場所：メディア棟外階段前のパフォーマンスエリア付近 

 

(2) 注意事項 

 サウンドチェックは明大祭実行委員会で作成したサウンドチェック用のタイムテーブルに沿って行

います。 

 サウンドチェック用のタイムテーブルなどの詳細は後日メールにて連絡いたします。 

 やむを得ない事情によりサウンドチェックに来られない場合は、わかり次第早急に参加団体本部・屋

外ステージ部門までご連絡ください。 

 雨天時は中止とさせていただきます。 

 集合時間に遅刻した場合はサウンドチェックを行うことはできません。 
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 サウンドチェックができない場合は、企画実施時間前にサウンドチェックを行う必要がございます

ので、企画実施時間を多少削っていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

5. 当日の体育館でのリハーサルについて 

明大祭期間の 11 月 2 日(木).3 日(金・祝).4 日(土)に、和泉総合体育館東棟スポーツルーム 11 をリハーサル

ルームとして、事前に申請のあった参加団体のみに開放しています。企画の最終確認などでご活用ください。 

使用希望団体数が多い場合はタイムテーブル制で参加団体ごとに使用時間を制限させていただきます。 

使用を希望する参加団体は本説明会でお伝えください。現時点で使用有無の判断ができない場合は後日メー

ルにてご連絡ください。期限は 10 月 6 日(金)までとします。この日以降に希望をされても一切受け付けませ

んのでご注意ください。 

 

6. 更衣室・控室の利用について 

(1) 更衣室について 

 場所 

パフォーマンスエリア更衣室 

(女性専用) 

メディア棟M304 

（女性） 

11月 2日(木)10：00～18：30 

11月 3日(金・祝)10：00～17：30 

11月 4日(土)10：00～17：30 

参加団体フリー更衣室 

第一校舎 411教室（女性） 

第一校舎 412教室（女性） 

第一校舎 413教室（男性） 

11月 2日(木)10：00～18：30 

11月 3日(金・祝)10：00～18：30 

11月 4日(土)10：00～18：30 

※ メディア棟 M304 の更衣室はエントランスエリア企画の参加団体の方も利用します。 

 

 【利用にあたっての注意事項】 

 ドライヤー、ヘアアイロンは 1 部屋で合わせて同時に 3 本までの使用が可能です。他参加団

体が使用している場合は使用をお控えください。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 携帯電話の充電など、私的な電力使用はご遠慮ください。 

 飲食はご遠慮ください。 

 休憩所ではありませんので、長居をしないようお願いいたします。 

 他参加団体への迷惑行為はご遠慮ください。 

 貴重品は必ず参加団体の責任で管理してください。 

 忘れ物をした際は、参加団体本部にお問い合わせください。 

 トイレでの化粧、髪の毛のセット、着替えは禁止です。 

 女性の方はなるべくメディア棟M304の更衣室を使用してください。 

※ 更衣室での荷物の盗難など、トラブルが生じた場合でも明大祭実行委員会では一切の責

任を負いかねます。 

※ 当日になにかご不明な点がございましたら受付の明大祭実行委員にお声掛けください。 
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(2) 控室について 

 場所 

メディア棟M305 

※ エントランスエリア企画の参加団体の方も利用します。 

 【利用にあたっての注意事項】 

 ドライヤー、ヘアアイロンは 1部屋で合わせて同時に 3 本までの使用が可能です。他参加団

体が使用している場合は使用をお控えください。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 携帯電話の充電など、私的な電力使用はご遠慮ください。 

 飲食はご遠慮ください。 

 他参加団体への迷惑行為はご遠慮ください。 

 貴重品は必ず参加団体の責任で管理してください。 

 忘れ物をした際は、参加団体本部にお問い合わせください。 

 トイレでの化粧、髪の毛のセット、着替えは禁止です。 

 タイムテーブルの関係上、他参加団体も利用しますので参加団体ごとにまとまっていてくだ

さい。 

 撤収時間（企画終了時間から 30分以内）を必ず厳守してください。 

 明大祭実行委員が舞台袖に誘導するまでは、控室で静かに待機していてください。 

※ 控室での荷物の盗難など、トラブルが生じた場合でも明大祭実行委員会では一切の責任

を負いかねます。 

※ 当日になにかご不明な点がございましたら受付の明大祭実行委員にお声掛けください。 

 

7. 撮影許可証について 

撮影許可証は一般の方々の撮影が禁止されている参加団体の企画中に参加団体内もしくは関係者の方が撮

影を行う際、撮影許可が出ている方を判別するために着用していただくものです。そのため、企画中に撮影を

行う方の人数分の撮影許可証を申請していただく必要があります。 

(1) 撮影許可証の借用・返却の流れ 

① 企画実施前 1 時間以内に参加団体本部（食堂 3 階設置予定）にて借用してください。 

② 撮影許可証を 1 人 1 枚身に着け、撮影を行ってください。 

③ 撮影終了後 1 時間以内に、参加団体本部に撮影許可証を返却してください。 

※ 撮影許可証の返却は必ず借用した日に行ってください。 

 

(2) 申請方法 

10 月 6 日(金)までに屋外ステージ部門のメールアドレス（okugaistage-133@meidaisai.jp）へ撮影許可

証の枚数と内訳、当日の受け取り時間、返却時間を記載の上、ご連絡をお願いいたします。 
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8. Meidaisai Award 2017 について 

(1) 概要 

Meidaisai Award 2017は、第 133回明大祭のNo.1企画を来場者の

投票によって決める企画です。明大祭当日に行われる参加団体の企画

を 4つの部門に分け、投票数の多い順から各部門上位 3企画を表彰し、

豪華景品を贈呈します。 

ぜひ、Meidaisai Award 2017受賞を目指してみてください。 

 

(2) 部門について 

Meidaisai Award 2017では、参加団体の全企画をジャンルごとに 4つの部門に分けます。 

 音楽／ダンス部門 

 ゲスト／エンターテイメント部門 

 展示発表／喫茶／参加体験部門 

 模擬店部門 

以上の 4つの部門に分かれ、各部門の 1位を決めます。 

 

(3) 表彰対象 

 参加団体の企画すべて 

※ 明大祭期間中に、企画中止などの厳正な処分を受けた参加団体は対象外とします。 

 

 

(4) 投票時間について 

日程 部門 投票時間 

11月 2日(木) 
全部門 11：00～18：30 

11月 3日(金・祝) 

11月 4日(土) 

 展示発表／喫茶／参加体験部門 

 模擬店部門 
11：00～16：30 

 音楽／ダンス部門 

 ゲスト／エンターテイメント部門 
11：00～17：00 

 

 投票方法 

公式パンフレットやキャンパスの各所にある QR コード及び、明大祭公式サイトから Meidaisai 

Award 2017投票ページにアクセスして投票となります。1日に各部門 1回、合計 4回投票すること

ができます。 

投票ページにアクセスできる QR コードが必要な参加団体は、10 月 1 日(土)より下記連絡先へご

連絡ください。データをお渡しいたします。 
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(5) 中間発表 

Meidaisai Award 2017 では中間発表として各部門の上位 3 企画を和泉キャンパス及び明大祭公式

Twitter、メーリングリストで発表します。 

① 中間発表用ボード設置場所 

 メディア棟北側 

 屋外休憩所（和泉図書館横） 

 第一校舎 1階 

 明大マート横 

 

② 発表時間 

11月 3日(金・祝) 11：00 

11月 4日(土) 11：00 

※ 時間は前後する場合があります。 

 

(6) 受賞までの流れ 

日時 内容 

11月 2日(木) 

19：00頃 

各部門上位 10企画をメーリングリストにて発表します。 

11月 3日(金・祝) 

19：00頃 

各部門上位 10企画をメーリングリストにて発表します。 

各企画の企画責任者・副責任者は、下記の時間帯は必ず電話連絡が取れるようにしていただくよう

お願いします。 

11月 4日(土) 

15：00、16：00 

各部門上位 5企画までの参加団体にメールで連絡します。 

その際、順位確定の連絡をする電話番号を返信していただきます。 

11月 4日(土) 

16：30～16：50 

「展示発表／喫茶／参加体験部門」、「模擬店部門」の上位 3 企画の参加団体

へ、順位確定連絡をします。 

11月 4日(土) 

17：00～17：20 

「音楽／ダンス部門」、「ゲスト／エンターテイメント部門」の上位 3企画の参

加団体へ、順位確定連絡をします。 

11月 4日(土) 

17：30～18：00 

順位確定連絡を受けた参加団体は、食堂 1階の控室にお越しいただきます。 

その後、17：00よりメインステージにて実施している「Ending」にて各部門

上位 3企画の表彰を行います。 

明大祭終了後 

各部門上位 10企画をメーリングリストにて発表します。 

ご自身の企画の順位公表を希望する方は個別で順位公表をいたしますので、希

望される参加団体は 11月 4日(土)までに下記連絡先までご連絡ください。 

また、各部門 1位から 3位のMeidaisai Award 2017受賞企画の参加団体には

賞金、副賞の受け渡しについての連絡をいたしますので必ず確認するようお願

いします。 
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※ 11 月 3 日(金・祝)に発表した、受賞の可能性がある参加団体の方は、11 月 4 日(土)に参加団体の

どなたか 2名を、Endingに出演できるようにしてください。 

※ 表彰について 

各部門上位 3企画の参加団体に、1団体 2名以上で出演していただきます。 

Meidaisai Award 2017表彰は 17：30を予定していますが、その後引き続き「Ending」に出演し

ていただきますので 18：00まで残っていただくようお願いします。 

(7) 禁止事項 

 重複投票などの不正投票 

 来場者に企画への投票を強制する行為 

※ 模擬店などにおいて、Meidaisai Award 2017への投票を、購入・体験・値引きなどの前提とさ

せる行為 

例 「投票してくれたら、50円引きで商品を販売します。」 

 その他明大祭実行委員会の指示に従わない行為 

以上の禁止事項が遵守されない場合は、当該企画を受賞対象からの除外措置をとる場合があります。 

 

9. メディア取材について 

メディア取材を明大祭実行委員会で把握するため、参加団体の方がテレビ局や雑誌取材などでメディアを呼

ぶ場合は事前に連絡をお願いします。 

(1) 事前取材を受ける場合 

(3)のお問い合わせ先まで、下記の事項をご連絡ください。 

① 参加団体名 

② 掲載媒体名 

③ 取材団体名 

④ メディア掲載予定内容（掲載予定時期など、決定事項は詳しくご記載ください。） 

 

(2) 明大祭当日に取材を受ける場合 

(3)のお問い合わせ先まで、下記の事項をご連絡ください。 

① 参加団体名 

② 掲載媒体名 

③ 取材団体名 

④ 取材団体の連絡先 

⑤ メディア掲載予定内容（掲載予定時期など、決定事項は詳しくご記載ください。） 

 

(3) お問い合わせ先 

第 133回明大祭実行委員会 広報局 

メールアドレス：koho-133@meidaisai.jp 
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10. 掲示物について 

明大祭期間中、参加団体の企画に関する宣伝のポスターを掲示することができます。 

(1) 場所 

【屋外】 

明大マート横の掲示板 

【屋内】 

以下の場所に明大祭実行委員会でポスター掲示用養生シートを設置いたします。掲示は必ず養生シート

上に行ってください。 

施設 階 場所 

第一校舎 

1階 
三井住友銀行 ATM前柱 

入口右自動販売機前柱 

1階・2階 

E階段壁面 

A階段踊り場正面 

B階段踊り場正面 

2階 女子トイレ通路 

2階・3階 
A階段踊り場正面 

B階段踊り場正面 

3階 

リフレッシュルーム 

フロアマップ横 

女子トイレ通路 

1階・2階・3階 エレベーター両端 

 

施設 階 場所 

第二校舎 

1階 
1番教室向かい 

第二校舎裏側窓 

1階・2階 
青階段壁 

赤階段壁 

2階 第二校舎裏側窓 

2階・3階 
青階段壁 

赤階段壁 

3階 

第二校舎裏側窓 

（4番教室前） 

第二校舎裏側窓 

（6番教室前） 

3階・4階 青階段壁 
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施設 階 場所 

第三校舎 

1階・2階 階段の踊り場 

2階・3階 階段の踊り場 

3階・4階 階段の踊り場 

 

施設 階 場所 

メディア棟 

1階 
インフォメーションブース横 

エレベーター左端 

3階 エレベーター左端 

3階・4階・5階・6階 上りエスカレーター正面 

4階・5階 下りエスカレーター正面 

4階・5階・6階 エレベーター両端 

 

(2) 注意事項 

 屋内のポスター掲示可能時間は、11月 1日(水)15：00からです。 

 屋内に掲示する際は必ず養生テープを使用し、屋外に掲示する際は画鋲を使用してください。 

 1枚あたりのサイズは A3までとしてください。枚数制限はありません。 

 以下の場合は予告なく撤去します。 

 掲示可能スペース以外への掲示を発見した場合 

 スペースをあまりに占領している、他参加団体のポスターに自団体のポスターを重ねて貼るな

ど、著しく他参加団体の迷惑となっている場合 

 公序良俗に反するものなど、不適切と判断した場合 

 屋外にポスターを掲示する場合は、11月 4日(土)20：00までに撤去してください。 

 

11. 当日の企画における注意禁止事項について 

(1) 公序良俗に反する企画・行為の禁止 

著しく公序良俗に反する企画や行為を禁止とさせていただきます。 

 

(2) 他害行為の禁止 

観客スペースに飛び込む行為や、物を投げるなどの行為は非常に危険であるため禁止です。他人に怪

我をさせてしまったり、器物を破損したりする恐れがございますので絶対にお止めください。また、各

エリア上からの配布は可能ですが、必ず手渡しでお願いいたします。 

 

(3) ステージ設備・機材を破損する恐れのある企画の禁止 

ステージ設備・機材などを傷つけたり汚したりする恐れのあるものの使用・行為を禁止します。ま

た、許可なくステージ設備・機材の周辺で液体類を扱うことも禁止します。参加団体の故意または過

失によって起こったステージ設備・機材の損失に関しては、該当団体に全額弁償していただきます。 
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(4) 無許可での飲食物の配布の禁止 

飲食物（飴なども含む）の配布につきましては別途保険契約金 500 円がかかりますのでお気をつけ

ください。 

ご希望の際は、明大祭実行委員会から請求書をお渡しします。振込先や依頼人名など詳しいことは

そちらをご覧ください。 

仕入れ先などを記載していただくため、別途資料を配付いたします。資料を提出していただく関係

上、飲食物を配布する場合は 10 月 6 日(金)までにご連絡ください。 

 

※ 以上の事項を守っていただけない場合は企画を中止とさせていただく場合がございます。 

 

12. 明大祭期間における禁止事項 

参加団体のみなさまへのお願い 

明大祭実行委員会は安全且つ快適な明大祭の運営を目指しています。参加団体のみなさまにも快適に企画

を行っていただくために、下記の禁止事項を設けています。 

また違反した場合は罰則が科せられる場合があります。ご了承ください。 

 

禁止事項 

(1) 酒類の持ち込み、販売・配布、飲酒行為 

 

(2) 指定場所以外での喫煙行為 

 指定場所以外での喫煙を禁止しています。必ず指定の喫煙所を利用するようにしてください。 

※ なお明大祭期間中は、和泉総合体育館前とリエゾン棟前の喫煙所以外は立ち入り禁止エリアに

なっています。ご注意ください。 

 

(3) 危険物の持ち込み 

 安全確保のため、火薬類などの危険物の持ち込みを禁止しています。 

 

(4) 立ち入り禁止エリアについて 

 キャンパス内には安全面を考慮して立ち入り禁止としている区画があります。 

※ 参加団体であっても、明大祭実行委員会からの許可を得ていない方はこの区画へ立ち入らない

ようご協力をお願いします。 

 

(5) 明大祭実行委員会が許可していない企画や活動 

例 募金、署名集め、ゲリラ行為（規定場所・規定時間帯以外でのパフォーマンスなど） 
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(6) 明大祭の運営を妨げる行為 

例 紫の法被の着用 

 明大祭実行委員会が着用する紫色の法被は、明大祭運営上の目印となります。混乱を避けるため、紫

色の法被及びこれに準ずる衣装の着用はご遠慮ください。 

  

(7) 特定の宗教や政治活動に関する行為 

 

(8) 法律や公序良俗に反する行為 

 

(9) 来場者や他の参加団体に迷惑を及ぼす行為 

 暴力行為、破壊行為、過剰な勧誘など 

 

(10) 明大前駅前、正門前での長居 

 近隣住民の方の迷惑となりますので、ご遠慮ください。 

 

(11) その他明大祭実行委員会の注意・指示に従わない行為 

 

13. 今後の予定（パフォーマンスエリア企画） 

 

日時 イベント 会場 

10月 4日(水)～21日(土) 

（7日(土)、8日(日)は除く） 

台本詰め会議 和泉 

10月 6日(金) 当日の体育館でのリハーサル希望申告締め切り 

飲食物配布申告締め切り 

撮影許可証申し込み締め切り 

 

10月上旬 
ステージ演出代預り金振り込み締め切り 

機材備品レンタル代預り金振り込み締め切り 

 

10月 9日(月・祝)～21日(土) パフォーマンスエリア企画 10月期リハーサル メディア棟外階段前 

11月 2日(木).3日(金・祝).4日(土) 企画実施日 和泉 

11月下旬 第 5回参加団体説明会 

（個別）：参加団体アンケート実施、明大祭当日

企画実施映像受け渡し 

和泉 

※ 振り込み締め切りなど、スケジュールは変更される可能性があります。 

 

 

  



 

13 

 

14. お問い合わせ 

(1) 連絡先 

第 133回明大祭実行委員会 参加団体局 屋外ステージ部門 

〒168－8555 東京都杉並区永福 1－9－1 

明治大学和泉キャンパス食堂 3階 明大祭実行委員会室 

（開室時間 平日 11：00～18：00） 

TEL／FAX：03－3327－4363 

メールアドレス：okugaistage-133@meidaisai.jp 

 

(2) 明大祭実行委員会からのお知らせ 

第 133回明大祭に関する最新情報は以下でお知らせしますので、ぜひチェックしてください。 

 第 133回明大祭公式サイト 

明大祭公式 Twitter 

明大祭公式 Facebook 

明大祭公式ブログ 

http://meidaisai.jp/ 

＠meidaisai 

http://www.facebook.com/meiji.meidaisai/ 

http://ameblo.jp/meidaisai/ 


