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配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎

第 5 回調布祭実行委員会団体向け説明会説明書類
本日の流れ
1. 会計局
2. 資材局
3.
4.
5.
6.

編集局
UEC マッチフェス企画
味一番コンテスト企画
協賛企業からのお知らせ

連絡先等
質問等ございましたら調布祭実行委員会室または該当局のメールア
ドレスにご連絡いただきますようお願い致します。
調布祭実行委員会
所在地
:課外活動施設(サークル棟)1 階最奥
電話番号
:042-498-1109
メールアドレス :info＠chofusai.uec.ac.jp
開室時間
:平日 12:30~18:30
ホームページ
:http://www.chofusai.uec.ac.jp
Twitter
:@chofu_festival
各局メールアドレス
会計局
:kaikei＠chofusai.uec.ac.jp
資材局
:shizai＠chofusai.uec.ac.jp
ステージ局:stage＠chofusai.uec.ac.jp
編集局
:web＠chofusai.uec.ac.jp
本部企画局:honki＠chofusai.uec.ac.jp
渉外局
:shougai＠chofusai.uec.ac.jp
次回説明会 (予定)
日時:11 月 9 日(金) 17:30 開場 18:00 開始
場所:B 棟 202 教室
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配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
会計局長 田中 瑛未

調布祭参加費等の集金に関するお知らせ
調布祭参加費、ステージ使用料、器具レンタル費及び物品購入費に関しまし
ては 10 月 31 日(水)までに以下の口座にお振込みください。
銀行名
金融機関コード
店番
預金種目
店名
口座番号
口座名

:ゆうちょ銀行
:9900
:018
:普通
:〇一八店(ゼロイチハチ店)
:9305280
: ﾆｾﾝｼﾞｭｳﾊﾁﾈﾝﾄﾞﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝﾀﾞｲｶﾞｸｶﾞｸﾕｳｶｲﾁｮｳﾌｻｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ

各団体の集金額及びその明細は、後日メールにてお知らせ致します。提示致
しました金額を確認しお間違えのないようお振込みください。なお、手数料が
発生する場合は各団体でのご負担となります。予めご了承ください。次回説明
会にて、領収書及び明細をお渡しする予定です。
また、お振込みいただく際の依頼人名はこちらからメールにて指定致しま
す。必ず、指定の依頼人名を使用していただきますようお願い致します。
期限までにお振込みいただけない場合には調布祭準備期間に資材等の受取が
できなくなる可能性がございますので、ご了承ください。
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配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
資材局長 金田 裕喜

調布祭期間中の宣伝用看板の規制に関する書類
調布祭期間中、多くの人の往来により東地区及び西地区にて混雑が予想され
ます。そのため、屋外に建てられる立て看板を 1 団体 1 枚のみとし、設置場所
は各団体の持ち場の近くと規制させていただきます。設置場所が不当であると
本委員会が判断した場合には、撤去していただく場合がございます。
設置可能期間は、11 月 22 日(木) 16:00 から 11 月 26 日(月)12:00 までとさ
せていただきます。
また、手持ち用の看板に関しましては、ダンボール等の紙製のものに制限さ
せていただきます。

4

配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
資材局長 金田 裕喜

大学構内の道路の保護に関する書類
今年度の調布祭において、模擬店にて食品を提供する団体には大学構内の道
路を保護するために、テントの作業場所に段ボールを敷いていただきます。敷
いていただく範囲は以下の図の斜線部を参考にしてください。敷いていただく
段ボールは団体ごとに用意していただくようお願い致します。調理過程で食材
を揚げる場合には、作業場所に段ボールを 2 重に敷いていただきます。
また、調布祭期間中に油などで段ボールが汚れた場合には、段ボールを取り
変えていただきます。段ボールを敷いていただけない、または汚れた状態の段
ボールを使用している場合には、新しい段ボールを敷いていただくまで食品の
提供を一時停止とさせていただきます。
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配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
資材局長 金田 裕喜

車両入構許可申請書に関する書類
今年度の調布祭において、車両の入構を希望する団体は、必要事項と入構を希
望する理由を別紙「車両入構許可申請書」に記入の上、提出していただきますよ
うお願い致します。
入構可能時間は 11 月 22 日(木)及び 26 日(月)の 10：00～17：00 の間のみと
し、1 団体につき 1 日あたり 2 回、各 30 分までとさせていただきます。
なお、団体間の調整等の理由で申請通りの時間に車両の入構を許可できない
場合がございますので、予めご了承ください。
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平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
資材局長 金田 裕喜

教室及び模擬店配置に関する書類
今年度の調布祭に参加する各団体の出店場所及び使用教室を以下のように決
定致しました。なお、以下の配置が変更した場合にはメールにて連絡致します。

教室配置
教室

団体名

教室

団体名

A-101

電気通信大学モダンジャズ研究会

東 1-606

囲碁部，将棋部合同

A-102

UEC サバゲー愛好会

東 1-810

天文部

A-201

MMA

東 3-301

UEC ポケモンだいすきクラブ

A-202

ベンチャー工房インタラクティブメディアラボ

東 3-306

UEC ポケモンだいすきクラブ

A-301

模型研究会

西 2-101

電気通信大学管弦楽部

A-302

模型研究会 OB 会

西 2-105

電気通信大学管弦楽部

A-303

電気通信大学写真研究部

西 2-B101

電気通信大学鉄道研究会

A-401

電気通信大学 U.E.C.wings 展示部門

西 8-131

電気通信大学放送研究会

A-402

電気通信大学 TeRes

西 8-132

電気通信大学放送研究会

A-403
C 棟ロビー

電気通信大学 SF-Z 会

音楽練習室

器楽部

Green Walker
軽音楽部

パート練習室 2

UEC DJ の会

集会室

非電源ゲーム研究会

C-301
新 C-103

電気通信大学 X680x0 同好会

第二体育館 2F

フォークソング部

電気通信大学 UEComic!準備会

大学会館 4Ｆ

シンセデザイン研究部

新 C-203

工学研究部

新 C-303

漫画・アニメーション研究会

新 C-403

電気通信大学美術部

C-201
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模擬店配置
番
号

団体名

番
号

団体名

1

水泳部

24

電気通信大学古典ギター部

2

バレーボール同好会

25

会計委員会

3

スノーボードサークル SkyBeans

26

電気通信大学生協学生委員会

4

松濤館空手道部

27

電気通信大学早稲田大学理工学部ラグビー部

5

硬式庭球部

28

WEO

6

サッカーサークル・ハブとマングース 29

7

体育会剣道部

30

ICES/中国留学生会

8

男子バスケットボール部

31

ICES/中国留学生会

9

電気通信大学体育会柔道部

32

学友会執行委員会 A

10 電気通信大学軟式野球サークルたまぁ～ず

33

学友会執行委員会 B

11 硬式野球部

34

電気通信大学ワンダーフォーゲル部

12 委員会同好会

35

電気通信大学 Passage

13 電気通信大学空手道部

36

アドバンテージテニスチーム(ATT)

14 電通大 TRPG 同好会

37

電気通信大学合気道部

15 準硬式野球部

38

電気通信大学 U.E.C.wings 屋台部門

16 バドミントンサークル

39

電気通信大学体育会アーチェリー部

17 少林寺拳法部

40

第 67 回調布祭実行委員会

18 電気通信大学ピアノの会

41

電気通信大学バドミントン部

19 弓道部

42

硬式テニス愛好会フリーダム

20 電気通信大学フットサル愛好会 GEEK

43

電気通信大学陸上競技部

21 軟式庭球部

44

電気通信大学サイクリング部自転車修理班

22 オリエンテーリング同好会

45

電気通信大学サイクリング部焼き鳥班

23 電気通信大学グリーグラブ

46

スポーツチャンバラ同好会

書 Do!部

※6 と 7、37 と 38 の間には休憩スペース(ベンチ)を設置する予定です。
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模擬店配置図
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配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
編集局長 矢島 輝海

おまけ券企画参加団体一覧
第 2 回団体向け説明会にて連絡しました、おまけ券企画の参加募集に関しま
して、参加団体の団体名・サービス内容をまとめた表を作成致しました。誤記・
記入漏れ等ございましたら、説明会終了後編集局までご連絡ください。
団体名

サービス内容

会計委員会

海鮮チヂミ 50 円引き

学友会執行委員会 A

店員がオムそばに絵を描く

学友会執行委員会 B

お汁粉のもち増量

第 67 回調布祭実行委員会

ワンタン 1 個サービス

オリエンテーリング同好会

ホイップクリーム無料提供

弓道部

お好み焼きのもちの量を 2 倍

松濤館空手道部

カニ汁 50 円引き

少林寺拳法部

射的の弾 3 つおまけ

水泳部

チョコバナナのトッピング増量

スノーボードサークル SkyBeans

チュロス 2 本で 50 円引き

体育会剣道部

50 円引き

男子バスケットボール部

ソフトドリンクサービス

電気通信大学合気道部

バナナまたはホイップクリームの量を
1.5 倍

電気通信大学体育会アーチェリー部

ホイップクリームの量を 1.5 倍

電気通信大学軟式野球サークル
たまぁ～ず

たこ焼き 1 個追加

電気通信大学早稲田大学理工学部
ラグビー部

ベビーカステラ 1 個追加

軟式庭球部

じゃがいもの量を 1.5 倍

バドミントンサークル

牛くし 2 本で 100 円引き
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電気通信大学空手道部

トッピング 1 つ追加

WEO

唐揚げ棒 50 円引き

電気通信大学グリークラブ

大盛の値段を並盛と同じにする

電気通信大学古典ギター部

もつ煮 20 円引き

電気通信大学ピアノの会

ワッフル 50 円引き

電気通信大学モダンジャズ研究会

お菓子セットを無料提供

ICES/中国留学生会

飲み物 50 円引き

書 Do!部

チュロス 50 円引き

電気通信大学 Passage

バルーンアート 1 つ無料

電気通信大学 U.E.C.wings 屋台部門

合計金額から 50 円引き

UEC サバゲー愛好会

100 円引き

UEC ポケモンだいすきクラブ

特別な缶バッチを配布

電気通信大学 UEComic!準備会

オリジナルグッズの配布

電気通信大学 X680x0 同好会

合計金額が 200 円以上の場合 100 円引き

電気通信大学美術部

500 円以上の商品の値段を 200 円引き
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平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
編集局長 矢島 輝海

調布祭カウントダウン企画
今年度の調布祭では、例年通り当委員会のTwitter公式アカウントにて、調布
祭のカウントダウン企画を実施します。参加希望団体の方は＠chofu_festivalを
団体のアカウントでフォローし、以下の内容を含めたダイレクトメッセージを
送信してください。(すでにフォローされている団体はダイレクトメッセージの
みで結構です。)また、団体のアカウントがない場合は代表者のアカウントで参
加希望をしても構いませんが、どの団体の代表であるのかを明記してくださ
い。
依頼方法:以下に従ってください。
1. Twitterに掲載する文 (100文字程度)
2. Twitterへの投稿する日時 (希望団体)
3. 撮影日時と場所の指定 (希望団体)
また、撮影を本委員会に依頼される場合は、撮影する日時、場所を指定して
ください。撮影を依頼しない場合は、参加希望から2日以内に写真を当アカウ
ントにダイレクトメッセージで送信してください。すでに参加を希望されてい
る団体も、お手数ですが再度参加希望をお願いします。応募数が上限に達した
場合、応募を締め切らせていただきます。皆様の参加を心よりお待ちしており
ます。
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配布
平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
UEC マッチフェス企画長 中村 哲巳

UEC マッチフェス参加者募集のお知らせ
今年度の調布祭で本部企画としてクイズ大会「UEC マッチフェス」を開催し
ます。
現在、参加者を募集していますのでぜひご参加ください。優勝チームには優勝
賞品、参加者全員に参加賞をご用意しています。参加団体は、指定の大きさの
範囲でプラカード等による団体の宣伝を行うことができます。もちろん所属し
ている団体が違う方たちでチームを組んで参加するのも歓迎します。

開催日時:2018 年 11 月 24 日 (調布祭 2 日目)
場所:青空劇場
時間:18 時から

参加申し込みは下記の QR コードのフォームからお願い致します。また、UEC
マッチフェス企画に関するご意見、ご質問がございましたら下記のメールアド
レスまでご連絡ください。
↓参加申し込みフォーム

UEC マッチフェス連絡先
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uec18ufes.office@gmail.com
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平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎
味一番コンテスト企画長 海林 拓磨

味一番コンテスト企画参加団体募集に関する書類

今年度の調布祭では、例年に引き続き「味一番コンテスト」を開催致しま
す。当企画の概要は下記の通りです。
当企画への参加を希望される団体は、別紙「味一番コンテスト企画参加申込
書」に必要事項を記入の上、10 月 18 日(木)までに調布祭実行委員室に提出を
お願い致します。また、11 月 13 日(火)に味一番コンテスト企画に関する説明
会を開催致しますので、当企画への参加を希望される団体は必ず出席してくだ
さい。なお、都合が悪く説明会に出席できない場合には、事前に味一番コンテ
スト企画連絡先までご連絡ください。

記
開催日時:平成 30 年 11 月 24 日(土) 12:00~14:00
開催場所:新 C 棟前ステージ
企画概要:味一番コンテストは、
「調布祭にて各団体が出店する料理を審査し、一
番美味しいものを決めよう」という企画です。
料理の審査は審査員による審査、一般の方々による審査の２つを
予定しております。一般の方々による審査では、より厳密な審査を行
うために各団体の模擬店にて料理を食べた方々に参加していただく
ことを予定しております。なお、当企画への参加を希望される団体が
多い場合には抽選にて決定させていただく場合もございますので予
めご了承ください。

以上
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味一番コンテスト企画に関する質問・要望等ありましたら、お手数ですが以
下のメールアドレスまでご連絡してください。また、味一番コンテスト企画に
関する情報を Twitter にて臨時更新しておりますので合わせてご確認くださ
い。
味一番コンテスト企画連絡先:azicon2018＠gmail.com
味一番コンテスト企画 Twitter:＠ajicon_2018
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平成 30 年 10 月 5 日
調布祭参加団体各位
第 68 回調布祭実行委員会
委員長 足立 遼太郎

提出物一覧
以下に、提出物をまとめましたので、ご確認をお願い致します。また、提出
物の締切は厳守していただきますようお願い致します。

備品の借用を希望する団体が提出する書類
・備品申込書
特別備品の借用を希望する団体が提出する書類
・特別備品申込書
車両の入構を希望する団体が提出する書類
・車両入構許可申請書
味一番コンテスト企画に参加を希望する団体が提出する書類
・味一番コンテスト企画参加申込書
全団体が任意で提出する書類
・リクナビ 2020 登録数報告書

以上の提出書類の締切は統一で 10 月 18 日(木)18:30 となっております。提出
先は課外活動施設(サークル棟)1 階最奥調布祭実行委員会室となっております。
また、記入の際には黒のボールペンを使用し、丁寧な字でのご記入をお願い致し
ます。また、調布祭参加費等のお振込は 10 月 31 日(水)までとさせていただいて
おりますので、ご注意ください。
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