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車両申請 
希望団体のみ 

 

 

 

車両の使用を希望するすべての団体は必ず車両申請を行ってください。
 

申請期間   7 月 26 日(金)～8 月 23 日(金)21:00 締切 

車両申請宛先 https://goo.gl/forms/sVDZTMwo0QOkt7Ao2 

連絡先    vehicle@machikanesai.com 

 

◆まちかね祭期間中(11/1~11/5)には、多くの車両が豊中キャンパスに入構するため、駐車場が不足いたします。その

ため、まちかね祭期間中における学祭準備のための車両入構は、中実が日ごとに調整を行い、一括して教育・学生支

援部に申請しています。つきましては、車両の使用を希望するすべての団体は申請を行ってください。 

◆車両の入構を最低限に抑えるため、申請可能台数は複数の企画区分に出展する場合でも原則一団体につき一台とし

ます。2 台以上申請する必要がある場合はメールにてご相談ください。 

◆申請は google フォームにて受け付けておりますので、必要事項を全て明記の上、お間違えの無いよう下記の宛先

まで送信してください。 

◆期限内のご提出をよろしくお願いいたします。 

  



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■2019 年度まちかね祭第二回総会資料【館内・屋外】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

| 4 

必要事項 

◆団体名・企画区分(模擬店/館内/ステージ/屋外) 

◆企画責任者名、所属(研究科/学部)、携帯電話番号(半角英数で記入、ハイフン必要) 

◆車両使用者名 

◆入構希望日、および入構・出構予定時刻 

◆車種（乗用車・大型トラック・小型トラック・大型バス・マイクロバス・未定・その他）、使用車両のナンバー

(レンタカーの場合はレンターと記入)、使用目的 

※車種・使用車両のナンバーは「トヨタクラウン」(黒) 大阪**あ 1234」のように正確に記入してください。 

※申請内容に不備がある場合申請が受け付けられない可能性がございますので必要事項はすべて記入してください。 

※入構許可証は発行いたしません。 

 

注意事項 

◆平日については一時入構券を学生センター(学生交流棟 2 階)に持参して裏面にスタンプを押印していただかないと

入構料が発生しますのでご注意ください。休日についてはその必要はございません。 

◆荷物の運搬を宅配便業者やタクシーが行う場合、申請は不要です。 

◆通学で利用している入構証、部やサークルで保有している入構証は本学祭期間中も使用できます。 

◆車両が学内にある間はすべて入構時間として扱います。駐車する必要がある際は LIBRE とテニスコートの間にあ

る駐車場(車道の白線で囲われた範囲)を利用してください。なお、日をまたいでの入構はできません。 

◆構内を走行する際は道路交通法及び道路標示・標識に従って走行してください。 

◆団体代表者及び車両使用者の所属は正式名を記入してください。 

◆レンタカーを使用する場合や業者に委託する場合は、お早めに、必要事項の確認をお願いします。 

◆申請事項が申請期間内に全て確定しない場合はメールにてご連絡ください。その際、確定している事項と、それ以

外の事項がいつ頃に確定するかをメール本文に記載してください。 

◆車 両 申 請 に つ い て ご 不 明 な 点 な ど が ご ざ い ま し た ら 、 中実車両担当

(vehicle@machikanesai.com)までお問い合わせください(車両申請に関しましては info@machikanesai.com では

なく上記の連絡先へお願いいたします)。  
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参加金等入金 
☆全団体必須 

 

 

 

学祭の生命線とも言える参加金の支払いにご協力をお願いします。 

 

期間：7 月27 日(土)～8 月 2 日(金) 

金額：館内企画(参加金)          ￥7,000 

屋外企画(参加金＋テントレンタル料) ￥7,000+￥6,000×テント数(希望団体のみ) 

 

入金方法 

◆記入例を参考に、本日配布の振込用紙へ振込金額・登録番号・団体名・代表者氏名を記入の上、郵便局窓口または

ゆうちょ銀行 ATM よりご入金ください。 

◆入金に関して問題が発生した場合、直ちに中実までご連絡ください。 

◆振り込み期間終了後のキャンセルは参加金の半額(￥3,500)を申し受けます。 

 

【記入例(赤字部分をご記入下さい)】 
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PR 原稿 
☆全団体必須 

 

 

 

まちかね祭のパンフレットや公式サイトにて各企画の紹介を行うための原稿を提出して頂きます。

 

提出期間 7 月 26 日(金)～8 月 16 日(金) 

 

提出先  https://register.machikanesai.com/pr/ 

 

◆上記 URL にアクセスし、提出期限中に PR 原稿の提出を行ってください。フォームは「模擬店企画」と「模擬店

企画以外」で分かれているのでご注意ください。 

 

入力事項 

◆企画区分 
◆企画団体名：参加登録で使用した団体名を入力してください。 

◆企画名 

◆サムネイル ：「1MB 以下」「正方形」「JPG または PNG 形式」の画像を選択してください。正方形でない場合

は、自動的に正方形に変形されます。 

◆カテゴリ：企画内容に最も近いカテゴリを最大 2 つ選択してください。 

◆企画紹介文 

◆撮影可否 

◆Twitter アカウント【記入任意】 

◆企画責任者メールアドレス ：OU メールアドレスを記入してください。 

◆執筆者メールアドレス ：OU メールアドレスを記入してください。 

◆特記事項【記入任意】 

 

注意事項 

◆文章表記は事前の予告なしに変更する場合がございます。 

◆企画内容の変更などのやむを得ない場合を除き、提出後の原稿の変更はできません。 

◆記入内容と「企画書」「PA 表」などの申請書類の内容が著しく異なる場合には、原稿の修正を求めることや、予

告なく原稿を書き換える場合がございます。 

◆PR原稿を期限内に提出されなかった場合、パンフレットに掲載できない場合がございます。 

◆著作権・肖像権・商標権などには十分ご注意ください。 

◆複数の企画区分で出展される場合は、それぞれの企画で PR 原稿を提出してください。  
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企画書 
☆全団体必須 

 

 

 

館内・屋外企画に出展される団体には「参加団体企画書」を提出していただきます。

 

提出期間 8 月9 日（金）および8 月 10 日（土）両日 13:00～17:00 

提出上の注意 

◆企画書は必ずコピーをとって保管し、中実には原本をご提出下さい。 

◆企画書に記載のない内容を当日行うことは認められません。提出後に記載内容の変更がある場合は、必ず中実まで

ご連絡下さい。 

◆期間内に提出できない場合は、事前に中実までご連絡ください。 

◆以下の提出見本を参考にご記入をお願い致します。 
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食品取扱希望用紙 
希望団体のみ 

 

 

 

講義棟内で食品を取り扱われる団体の方には「食品取扱希望用紙」を提出していただきます。

 

提出期間 8 月9 日(金)・8 月 10 日(土) 13:00～17:00 

提出先  明道館 BOX8 

 

◆講義棟内で食品を取り扱われる団体の方には、保健所に提出するための「食品取扱希望用紙」を提出していただき

ます。この用紙で届け出た食品のみ取り扱うことができます。そのため、食品の種類・飲料の容器の形態なども、必

ず詳細に記入してください。 

◆各項目については下記の注意を参考に記入してください。食品取扱希望用紙はそのまま保健所に提出いたします。 

◆内容に不備があった場合は書き直していただきますので、書き直しができるよう鉛筆またはシャープペンシルで記

入してください。 

◆食品取扱希望用紙を保健所に提出することで届出が完了します。保健所への届出が完了しましたら、中実から各団

体の責任者にメールにてお知らせします。届出完了後の内容の追加・変更は原則できません。ただし、用紙に記入し

たが実際は提供しないということは可能ですので、取り扱いたい食品の種類が完全に決定していない場合は、可能性

のあるものは全て、詳細に記入していただくことを推奨いたします。 

◆期限を過ぎた場合、受け取ることはできません。合宿などで期間内に提出できない場合は、必ず 8 月 9 日

(金)13:00 までに中実までご連絡ください。 

※提出された書類の返却はできませんので、あらかじめ用紙のコピーをとっておくようにしてください。記入内容に

ついて、提出後にお尋ねすることがあります。 

※記入内容に変更がある場合は、早急に中実までご連絡ください。ご相談いただいた内容や時期によっては、対応が

できない場合があります。 

 

※取り扱う予定の食品が下記の注意事項を満たしているかなど、食品の取り扱いに関してご不明な点がある場合は、

お早めに中実(info@machikanesai.com)までお問い合わせください。 

※なお、屋外企画では食品を取り扱うことが出来ませんのでご注意下さい。  
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必要事項 

◆企画日 

11 月 2 日から 11 月 4 日のうち、出展する日程をすべて丸で囲んでください。 

◆メニュー 

取り扱う可能性のある食品(商品)名はすべて記入してください。飲料も含まれます(注:飲料については、ジュースおよ

びお酒の種類並びにその容器の形態まで詳しく書いてください。酒類は商品名まで書いてください)。 

〇 良い例) オレンジジュース(ペットボトル) ビール(缶:金麦) 

× 悪い例) ジュース お酒 

◆購入場所・購入日 

取り扱う食品の購入場所・日付を記入してください。 

(注:購入先は○○スーパー△△店のように店舗名まで詳しく記載してください) 

◆販売日 

食品を来場者に提供する日付を記入してください。 

◆提供方法 

食品を来場者に提供する方法を記入してください。例)個包装のまま出す/紙コップに入れて出す 

◆保存方法 

教室内での食品の保存方法を記入してください。要冷蔵のものには、必ずクーラーボックス・保冷剤などを使用して

ください。冷蔵庫は使用できません。 

◆食数(おおよそで構いません) 

大学祭期間内に来場者に提供する予定の数量の総計をメニューごとに記入してください。 

例)ミニドーナツ 50 皿/お茶 100 杯 

◆酒類の販売の有無 

酒類を取り扱うかどうかについて、当てはまる方に丸をつけてください。中実から許可された団体のみ酒類を提供す

ることができます。  
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メニューを決める際の注意事項(保健所からの指導に基づく) 

◆講義棟内での電気器具(冷蔵庫、電子レンジなど)の使用は原則できません。電気ポットおよび電気ケトルは 1 団体

につき 1 つまで使用する事ができます。また、水を沸かして使用する場合はコーヒー・紅茶などの飲料へのみ使用で

きます。 

◆講義棟内で扱うことのできる食品は、市販の既製品に限ります。調理を行うことは一切できません。 

◆菓子類(個包装のみ)缶・ペットボトル飲料は取り扱えます。 

◆要冷蔵の食品については、クーラーボックスなどを使用して温度管理を徹底してください。 

◆氷(ロックアイス)を直接飲料に入れて提供する行為はできません。 

ただし、保冷剤代わりとして飲料の容器を間接的に冷やすなどの行為は可能です。 

◆2 種類以上の飲料を混ぜることは禁止です。チューハイ・カクテルなどは既に混ぜてある状態のもの(缶、ビンな

ど)を購入して提供してください。水割り・お湯割りも禁止です。 

◆手作りのもの(事前に用意したもの)は取り扱えません。 

ただし、コーヒー・紅茶などを作って提供することは可能です。 

◆使用する水は市販のものに限ります。水道水は絶対に使用しないでください。 

◆酒類を販売する場合は必ず年齢確認、その他安全管理を徹底してください。加えて、出展団体側の飲酒行為なども

強く禁止しております。また、お酒の持ち運び防止のため、缶に入ったお酒はプルタブを開けてから提供してくださ

い。 

 

その他の注意事項 

◆1 件でも食中毒及びその疑いがある事案が発生した場合、以降の大学祭において食品を取り扱うことができなくな

る場合がございますので、保健所および中実の指導を必ず守ってください。 

◆食品取扱希望用紙で届出がされていない食品の提供及び調理工程を行った場合は、即時中止していただきます。中

実の指示に従っていただけない場合は出展停止などの厳しい処置を取らせていただきます。 

◆この資料において禁止している内容は、禁止の一例であって全てではございません。 

◆調理に使用する容器は任意ですが、コップ等は紙素材のものを使用してください。  
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備品申請 
希望団体のみ 

 

 

 

中実では、学祭にて大学所有の備品の一部を出展団体の方に貸し出しております。

 

申請期間     8 月 11 日(日)0:00～8 月 17 日(土)23:59 

 

申請先      https://forms.gle/TyLx3LmxNgVUerCQ6 

 

◆後述する注意点をよくお読みになった上で、各項目全てを漏れの無いように記入して下さい。 

◆申請期間が終了次第、中実の方で備品貸出調整を行います。調整についての連絡は専用ページに記載されたメール

アドレスを使用し、電子メールで行いますので、備品担当者ならびに予備担当者の方は 8/18(日)から備品整理券が

送付されるまでの間、ご連絡が取れるようご協力お願いします。 調整に際して全く連絡がつかない場合には、希望

備品を貸し出せない場合がございます。 

◆調整結果に基づき、備品整理券を電子メールにて送付します。貸出の際は所定の倉庫におります担当の委員に備品

整理券を提示してください。備品整理券はスクリーンショット又は文面をプリントアウトしたものでもかまいませ

ん。貸出・返却日時などにつきましては第三回総会にて説明致します。 

 

事前申請が必要な備品 

◆スチール机・スチール椅子  

全学教育管理・講義棟 A103、B206、B316 教室にあるような、1 人掛けの机、椅子です。 

◆暗幕 

暗幕の大きさにはばらつきがありますが、おおよそ 180(cm)×300(cm)ほどです。 貸し出す暗幕については、当日

倉庫内で各団体の方にお選びいただきます。 

◆コードリール 

コードリールとは主に屋外で使う非常に長い(20m 以上)延長コードのことで、4 つ口となっています。こちらは数

に限りがありますので、出来るだけご自宅のテーブルタップ等のご使用をお願い致します。また防水仕様ではない

為、雨天の際には室外で決して使用せず、水に濡れないよう避難させて下さい。 

◆電子機器類 

プロジェクター(VGA ケーブル付属)やマイクセット、ビデオカメラ、スポットライトがあります。数が非常に限られ

ている為、申請する際は必ず使用日時・目的をご記入下さい。なお電池を使用する場合、電池は利用者負担となりま

すのでご了承下さい。 

※スポットライトの貸出を希望された団体の方には個数調整を 8 月 26 日(月)の午前 10 時より行う予定です。スポ

ットライトに詳しい方に出席していただくようお願いします。詳細につきましては後日メールにてご連絡させていた

だきます。 

◆その他 

長机、掲示板、パイプ椅子を貸し出しいたします。  

https://forms.gle/TyLx3LmxNgVUerCQ6
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備品貸出についての注意点 

◆事前に申請の無かった備品については貸し出すことは出来ませんので、予めご了承下さい。 

◆例年、倉庫内の備品数より遥かに多くの数の備品が申請されておりますので、申請通りに貸出を行うことが出来な

い場合があります。申請する備品の数は必要最小限に留めるようよろしくお願い致します。 

◆コードリールと電子機器類の貸出は大学公認団体(体育会・文化会加盟団体、学部公認団体とは異なります)のみに

限らせていただきます。 

◆使用する教室内に机・椅子・暗幕等の備品がある場合、希望する備品の数は教室内の備品で足りない分のみを記入

して下さい。例えば教室内備え付けの机・椅子・暗幕で足りる場合はそれぞれの欄に 0、椅子がさらに 3 脚必要な

らば椅子の欄に 3 とご記入下さい。 

◆中実からの確認メールの送信をもって、申請が完了したものとしますので、中実ドメイン

「@machikanesai.com」を受信できるように設定をお願いいたします。確認メールが 5 分以内に届かなかった場

合は申請が完了していない、または登録のメールアドレスが間違っている可能性がありますので、再度登録をお願い

いたします。 

◆教室内の備品は、そのまま教室内で責任を持って保管してください。教壇等も決して教室から持ち出すことのない

ようにお願いいたします。 

◆マイクセットやプロジェクター等の電子機器類は非常に数が限られておりますので、希望する際には備考欄に使用

日時・目的を必ず明記して下さい。明記されていない場合、希望通りの貸出が出来ない場合があります。尚、教室内

に備え付けの電子機器類は使用禁止となっています。 

◆備品を破損、紛失した場合、原則として弁償していただきますので、備品の取り扱いには十分注意して頂くようお

願い致します。 

◆スチール机・スチール椅子・掲示板に関しましては、数の関係上、貸し出される備品には状態が悪いものも含まれ

ます。あらかじめご了承ください。 

◆貸出を円滑に進めるため、多くの備品貸出を希望された団体の方には、前もって貸出時間を中実から指定させてい

ただく場合がございます。何卒ご協力ください。 

※その他備品や申請に関して何かご不明な点やご質問等がございましたら、メール等でお気軽にご相談下さい。  
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7  

企画場所割当会議 
 

 

 

 

団体の皆様の希望をもとに、企画場所の決定を行うための会議です。 

 

企画場所割当て会議の流れ 

◆会議でのグループ分け 

▪企画場所割当て会議では、【教室を使用する団体】と【教室を使用しない団体】とに分かれて頂きます。 

 

◆企画場所の割当て【教室を使用する団体】 

▪黒板の希望するグループの枠に登録番号を記入して下さい。 

※2 団体以上で 1 教室を共有して使用する予定の場合は、共有団体同士を〇で囲ってください。セットで 1 団体とし

て扱います。 

▪企画教室数＜希望団体数となった際、他のグループへ移っても構わない場合は移動していただきます。 

※この時点で空いているグループへ先着順に移ることができます。 

▪グループごとに集まり、企画教室名一覧用紙の希望する企画教室欄に団体名を記入してください。希望が複数団体

で重複してしまった際には、話し合いをしていただきます。 

※希望が重複してしまった際、他団体に譲っていただいた場合、その段階で空いているグループにすぐに入っていた

だくことができます。 

▪所属グループ内の全団体の企画教室割当てが決定した時点で解散となります。 

※控室を希望する場合は、館内・屋外企画を含む全団体の企画場所が決定するまで教室でお待ち下さい。 

 

◆企画場所の割当て【教室を使用しない団体】 

▪黒板の希望する企画場所に登録番号を記入して下さい。 

※2 団体以上で 1 箇所を共有して使用する予定の場合は、共有団体同士を〇で囲ってください。セットで 1 団体とし

て扱います。 

▪希望が重複してしまった場合、話し合いをしていただきます。 

▪全団体の企画場所割当てが決定した時点で解散となります。 

※控室を希望する場合は、館内・屋外企画を含む全団体の企画場所が決定するまで教室でお待ち下さい。 

 

◆控室の割当て 

▪全団体の企画場所が決定した時点で、どの団体の企画場所にも割当てられていない教室を控室として利用すること

が可能です。割当ての進行は一般の企画場所と同様に実施いたします。 

 

◆利用可能な教室については、別紙をご覧下さい。 
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