2019 年まちかね祭 第 3 回総会資料
《ステージ企画》
1. PA 表の提出について
〇提出方法
提出期間:10 月 2 日(水)~4 日(金) 各日 12:10~12:50
提出場所:明道館 BOX8
〇注意事項
・期間内に提出することができない場合は、必ず事前に当委員会までご連絡ください。
・第二回総会資料をよくお読みいただき、漏れなく記入してください。
・提出前にコピーをとり、控えとして保管しておいてください。
・書き方についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

2. SE 用音源の提出について
〇提出方法
提出期間:10 月 16 日(水)~18 日(金) 各日 12:10~12:50
提出場所:明道館 BOX8
〇注意事項
・期間内に提出することができない場合は、必ず事前に当委員会までご連絡ください。
・第二回総会資料に記載の注意事項をよくお読みください。
・データ用 CD ではなく音楽用 CD に焼いて提出してください。

3. 照明表・照明用音源の提出について(奏のみ)
〇提出方法
提出期間:10 月 18 日(金) 20:00 まで
提出先:info@machikanesai.com
〇注意事項
・照明効果を希望される団体は、照明表と音源の両方をメールにてご提出ください。
・期間内に提出することができない場合は、必ず事前に当委員会までご連絡ください。
・詳細は、第二回総会資料および照明担当よりお送りしたメールをよくお読みください。

4. 名簿の提出について
豊中学生センターの学生支援部からの要請により、まちかね祭に出展される団体には団体所属者の名簿
を提出していただきます。
〇提出方法
提出期間:10 月 3 日(木) 23:59 まで
提出先: https://forms.gle/Ypz1jB2HYW2XzTr18

(館内・その他、模擬店企画とはフォームが異なりますのでご注意ください)
ご不明な点がございましたら下記のアドレスまでご連絡下さい
宛先:info@machikanesai.com

5. 当日の流れについて
・ステージ奏において、ステージ裏との行き来ができるのはステージ上手側の関係者通路のみとなりま
す。A 棟と総合棟 I(カルチエのある建物)の間は完全に封鎖するため、ステージ裏からの機材搬入はでき
ません。
・出演時間の 10 分前には出演者がステージ裏に揃っているようにしてください。
・音源ならびに音響機材(マイク等)を使用される団体は、事前に音響担当者との打ち合わせがございま
す。責任者は出演時間の 15 分前までにステージへお越しいただき、腕章をつけたステージ運営担当の
実行委員にお声がけください。
・音源を使用される団体は、当日何らかの不都合でご提出いただいた CD が再生できないトラブルに備
えて、予備の CD や音源データを入れたスマートフォン、USB メモリー等をご持参ください。
・企画終了後は速やかに撤収を開始してください。
・ご家族やご友人など、出演者以外の方のステージ裏への立ち入りはご遠慮ください。
・飲酒した上での出演は厳禁です。当日控室にてアルコールチェックをさせていただく場合がございます。

6. 更衣室・直前控室について
・ステージ奏は C401、402 のいずれかを更衣室、カルチエミュルチラングを直前控室として設定していま
す。ステージ宙は文法経講義棟の文 31、演習室 7、8 を更衣室、ステージ横テントを直前控室として設定
しています。
・更衣室の開錠は当委員会が行います。更衣室を使用する団体は本部 A101 までお越しください。
・荷物を置いたまま更衣室を離れる場合および使用後は施錠をいたしますので、開錠の際と同じ場所まで
お越しください。その際、部屋を無人にしないようにしてください。
・開錠施錠にはお立合いください。
・直前控室は施錠できません。また、前後の団体と共同で使用していただく場合がございます。
荷物の管理にはご注意ください。
・更衣室・直前控室内での飲酒は厳禁です。
・使用後は室内を元の状態に戻してください。

7. 禁止事項・注意事項
〇禁止事項
・酒気を帯びた状態で出演あるいはステージ控室、更衣室などを使用する行為(厳禁)
・音響機材、照明機材、ステージ資材、建造物、備品などを損傷させる行為(全額を弁償していただく可能
性がございます)
・ステージ上を著しく汚す、濡らす行為
・ステージ上からものを投げる行為
・ステージ上からのダイブなど、来場者に危険が及ぶ可能性がある行為
・ステージのサイドタワーやバックタワーに登る行為
・PA 表に記載された出演者以外の人間を、ステージ上に登壇させる行為
・その他危険と思われる行為
以上の行為が認められた場合は、企画の即時中止や以後ステージの使用を認めないなどの措置を取
る可能性がございます。
〇注意事項
・提出物の期限及びメールの返信期限は厳守してください。
・書類提出後に、企画内容を書類に記載した内容から変更することはお控えください。やむをえず変更さ
れる場合は必ず事前にご連絡ください。まちかね祭までの日数が少ないほど変更は難しくなります。ご了
承ください。
・基本的にステージ上での液体、食品、火の使用は認められません。ステージ上で水分を補給する際はペ
ットボトルなど蓋の閉まる容器のみを使用し、飲まないときは必ず蓋を閉めるようにしてください。
・出演時間の終了時にはステージの片づけを終え、次の団体が使用可能な状態にできるよう時間の調整
をお願いします。
・当日、ステージ上での準備・音出しの開始などは実行委員・音響担当者の指示に従ってください。企画の
責任者は、本番中は実行委員の指示の届くところにいるようにしてください。
・楽器、アンプなどは各自でお持ち込みください。
・近隣住民への騒音被害対策のために、当委員会の判断で音量を変えることがございます。あらかじめご
了承ください。
・予定の時間を超えた場合は強制的に企画を中断することがございます。

・天候により企画が中止となる場合がございます。中断や中止となった場合でも、時間の延長などの措置
は取りかねます。また、参加金の返却も致しかねます。あらかじめご了承ください。
・本番中でも雨などの非常事態の場合は、当委員会の判断で実行委員がステージに上がる場合がござい
ます。
・上記以外でも当委員会からの諸注意は遵守いただきますようお願いいたします。

8. 全体作業について
まちかね祭期間中(11/2～11/4)、各団体の方には円滑な大学祭運営のため、作業のお手伝いをお願い
しております。各団体責任者は、担当時間・人数を確認の上、ご協力をよろしくお願いします。ステージに
参加の方にお願いしたい作業内容は、交通整理です。
・全体作業に人手を割いても運営に支障をきたさないよう、シフトの前後は特に人員に余裕を持たせるよ
うにしてください。
・点呼を取りますので、勝手に団体同士でシフトを変更しないでください。

・全体作業中の食事、飲酒は禁止させていただきます。
・全体作業に来られなかった団体には、何らかのペナルティーを課す場合がございます。
※雨天時でも行う予定ですので、雨天時は雨具の用意をお願いします。
次ページのシフト表を必ず確認し、その日時ではどうしてもご都合が合わない(その日に企画
を行っていない等)という団体は「info@machikanesai.com」まで、メールしてください。件名を「全
体作業」とし、本文に「団体名、変更希望理由、代わりに入れる日時(出来るだけ多く)」を記載し
て下さい。期限は 10/12(土)までとします。

交通整理について
まちかね祭期間中(11/2～11/4)、メインストリートなど人通りの多いところでは、自転車や車の通行を禁止
しております。そこで、各団体の方には通行しようとしている車輌を止め、迂回するよう誘導するお手伝い
をお願いしております。
詳しい作業内容に関しましては、当日説明・マニュアルがございます。次ページの「交通整理シフト」を必
ずご確認ください。作業時間の 10 分前になりましたら全体作業テントにて点呼をとります。各団体 2 名で
全体作業テントまでお越しください。
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