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第７１回茨苑祭予算案について 

総務部 会計課 

責任者 池田 梓 

 

 今年度の茨苑祭の予算案を以下の通り発議します。 

 

【収入の部】 

収入見込み総計 525万 7999円 

 

【支出の部】 

 総務部     19万 1938円 

 会場管理部   22万 690円 

 企画部     339万 8230円 

 広報部     60万 5639円 

予備費     84万 1502円 

支出見込み総計 525万 7999円 

収入見込み、支出見込みの差額は 0円となります。 

 

 第７１回茨苑祭予算案は、６月３日（水）の第１回参加代表者会議にて

決議を行います。次の会議までにこれらの資料をよく読み、審議をお願い

します。 



収入の部

参加負担金 基本金（5,000円×121団体） 605,000

営利金（8,000円×79団体） 632,000

オーディション参加費用（5,000円×49バンド） 245,000

Aステージ参加料（5,000円×12団体） 60,000

Aステージ使用料（9,000円/30分） 198,000

Bステージ参加料（12,000円×22バンド） 264,000

Cステージ参加料（5,000円×2団体） 10,000

Cステージ使用料（5,000円/30分） 60,000

Cステージ営利金（8,000円×1団体） 8,000

中夜祭ステージ参加料（5,000円×7団体） 35,000

学友会援助金 2,000,000

ステージ広告収入 105,000

パンフレット広告掲載料 321,000

グッズ販売 28,000

第７０回茨苑祭繰越金 686,999

総計 5,257,999

支出の部

総務部 通信費 7,156

事務用品代 33,382

物品管理代 10,000

作業機材代 5,049

借用物品代 67,540

燃料費 11,000

保険料 35,000

交通費 20,000

雑費 2,811

計 191,938

会場管理部 衛生関連費 41,874

器材関連費 69,380

屋内企画関連費 5,246

屋外企画関連費 2,990

会場運営費 101,200

計 220,690

企画部 本部企画執行費 397,000

ステージ関連費 3,001,230

計 3,398,230

広報部 広報関連費 45,199

ポケットティッシュ関連費 17,480

パンフレット関連費 455,620

ポスター関連費 31,540

製作関連費 55,800

計 605,639

予備費 予備費 841,502

計 841,502

総計 5,257,999

差額

収入見込み 5,257,999

支出見込み 5,257,999

計 0

第７１回茨苑祭予算案

総務部　会計課

責任者　池田　梓
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誓約書について 

総務部 総務課 

責任者 富嶋 ひより 

 

誓約書とは、茨苑祭に参加する団体に「茨苑祭に参加するために必要な義務を果たし

責任を負う」ことを約束していただくためのものです。この書類を提出していただくこ

とで、参加団体として登録されることになります。誓約書にある項目及び OFFICIAL 

GUIDEBOOK、茨城大学茨苑祭祭則を熟読後、それを承諾できる団体は、配付したワー

ドファイルに必要事項を入力して、茨苑祭実行委員会のメールアドレスに提出してくだ

さい。捺印は９月９日（水）の第３回参加代表者会議の際にしていただきますので、必

ず印鑑をお持ちください。 

誓約書は参加団体である証でもあるため、団体控えは茨苑祭に関する全ての会議終了

後まで大切に保管してください。団体控えは、第３回参加代表者会議にて配付する予定

です。 

誓約書に入力された団体名を茨苑祭のパンフレットに掲載する都合上、名称は１５文

字以内にするようお願いします。 

誓約書下部の団体代表者連絡先は、個別に連絡する必要がある時に使います。基本的

に団体代表者と連絡を取りますが、連絡が取れない場合は緊急時連絡者に連絡します。

そのため、団体代表者及び緊急時連絡者は必ず携帯電話がつながり、茨苑祭に関する情

報を共有できる３名にしてください。茨苑祭は学生主体で行われるものなので、団体代

表者になることができるのは本学の学生のみです。また、団体代表者と緊急時連絡者は

違う人でなければならず、１人で複数の団体の団体代表者及び緊急時連絡者になること

はできません。Ｅメールアドレスは携帯電話のものでお願いします。 

団体代表者、緊急時連絡者になった方は、必ず携帯電話の留守電設定と茨苑祭実行委

員会室の電話番号（０２９‐２２８‐８７８０）の登録をお願いします。 

※ 茨苑祭実行委員会では、誓約書に入力された情報を最も確かなものとします。 

※ 誓約書提出後、団体代表者、電話番号など誓約書の内容が変更になった場合は、必

ず登録情報変更届を茨苑祭実行委員会まで提出してください。登録情報変更届は６

月３日（水）第１回参加代表者会議にて配付します。 

 

茨苑祭実行委員会提出用メールアドレス 

shien_teishutu@yahoo.co.jp に提出 

締切：６月３日（水） 
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 誓約書 
 

第７１回茨苑祭実行委員会殿 

 

一、私たちは、茨城大学茨苑祭祭則の趣旨に賛同し、遵守します。 

一、私たちは、参加代表者会議・企画別連絡会における決議及び茨苑祭実行委員

の指示に従い、茨城大学学生･茨苑祭参加団体としての義務を果たします。 

一、参加団体としての義務を果たせない場合は、茨苑祭参加中止勧告を受けるこ

とがあっても異議を申しません。 

一、茨苑祭開催中及び茨苑祭準備中に私たちが原因で不祥事が発生した場合は、

茨城大学学内、学外的な一切の責任を請け負います。 

一、茨苑祭参加中止となった後も、茨苑祭参加中及び茨苑祭準備中に生じた全て

の責任を必ず履行いたします。 

 

上記の各項を承諾いたします。 

 

ふりがな しえんさいじっこういいんかい 

団体名 茨苑祭実行委員会 

 

ふりがな しえん まつこ  

印 
団体代表者名 茨苑 祭子 

学籍番号 １２Ａ３４５６Ｂ 

 

団体代表者等連絡先 

＜団体代表者＞ 

氏名（ふりがな） 茨苑 祭子 （しえん まつこ） 

ＴＥＬ  ０８０－○○○○－××××   

Ｅメール shien＿matsuko@docomo.ne.jp   __ 

＜緊急時連絡者＞ 

氏名（ふりがな） 茨大 祭男（いばだい まつお） ＴＥＬ ０９０－△△△△－□□□□       

氏名（ふりがな） 茨城 太郎（いばらき たろう ）ＴＥＬ ０９０－☆☆☆☆－◇◇◇◇        

＜入力例＞ 
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欠席連絡について 

総務部 総務課 
責任者 富嶋 ひより 

 

会議に出席できない場合は当日の会議開始 1 時間前までに、団体名・

団体代表者名・欠席理由・個別説明希望日時を明記し茨苑祭実行委員会

のメールアドレス（shiensai_jitui@yahoo.co.jp）に連絡してください。     

欠席された団体には後日茨苑祭実行委員会室にて個別に説明を受け

ていただきます。メール送信後３日以内に茨苑祭実行委員会から返信が

ない場合、宛先を確認し、もう一度送り直してください。 

 

前期の会議はオンライン上で行うため、欠席された場合、会議で説明

された資料の要点をまとめたパワーポイントを、団体代表者のメールア

ドレスに送信します。 
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企画内容の重複について 

 

会場管理部 屋外管理課 

責任者 小村 陽菜 

 

茨苑祭では、毎年多くの「食品を取り扱う企画」が行われています。昨年度

も団体の皆さんのご協力により、隣り合うブースにおいての企画内容の重複

は減らすことができました。今年度も来場者に楽しんでいただけるように、

保健所からの指示の範囲内ではありますが、多種多様で斬新な企画を考えて

いただきたいと思います。昨年度に重複の目立った企画内容は以下の通りで

す。 

 

 

重複した企画内容 重複した企画数 

タピオカドリンク ６ 

唐揚げ ４ 

焼き鳥 ４ 

チュロス ３ 
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テントシェアと企画の制限について 

会場管理部 

 責任者 小村 陽菜 

溝口  律 

 

毎年、茨苑祭では企画の総数が大学構内におけるブース数を超過しているという状況

です。そこで、今年度もより多くの団体に企画を行っていただくため、屋外企画と屋内

特殊企画は１団体につき１企画に制限させていただきます。また、屋外で企画を行う場

合、原則として１つのテントを２つの団体でシェアして企画を行っていただきます。屋

外企画を考える際には、制限の条件とテントのスペースを考慮してください。ご理解と

ご協力をお願いします。 

 

【可能な企画の組み合わせ】 

 屋外企画 屋内企画 屋外特殊企画 屋内特殊企画 ステージ企画 

屋外企画 × ○ △（※） 〇 〇 

屋内企画 ○ ○ 〇 〇 〇 

屋外特殊企画 △（※） ○ △（※） 〇 〇 

屋内特殊企画 ○ ○ ○ × 〇 

ステージ企画 ○ ○ ○ ○ ○ 

※ テント持ち込み団体においては自動的に屋外特殊企画となります。 

※ 屋内企画、屋外特殊企画、ステージ企画は企画内容や企画数によっては複数できな

いことがあります。各企画については OFFICIAL GUIDEBOOK （Ｐ．６）を参照

してください。 

 

上記のように企画を制限した場合でも企画場所が足りなくなることがあります。その

場合は企画数を減らすなどの措置をとります。企画を減らす対象は、複数の企画を希望

している団体となります。あらかじめご了承ください。 
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強風対策について 

 

会場管理部 屋外管理課 

責任者 小村 陽菜 

 

茨苑祭では、万が一の事態に備え様々な安全対策を行っています。特に、テ

ントは風による影響を受けやすく、強風や突風でテントが飛ばされる事故が

全国で発生しています。こうした事故を防ぐため、テントで企画を行う全て

の団体におもしとしてブロックを用意していただきます。なお、茨苑祭実行

委員会ではおもしの貸し出しは行いません。各団体で用意をお願いします。 

 

 

【対策方法】 

 テントの四隅にスズランテープなどでブロックを固定する。 

 

 

※ 強風対策はテントを立てた際、最初に行ってください。 

※ 強風対策が行われていない場合、学生支援センターまたは茨苑祭実行委

員会が企画停止などの措置をとることがあります。 

※ おもしとしてペットボトルを利用することはできるだけ避けてください。 
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企画案について 

会場管理部  

責任者 小村 陽菜 

溝口  律 

 

 企画を行う全ての団体に企画の概要を入力・提出してもらいます。あく

まで「案」のため、提出後の変更は可能です。  

 以下の注意事項をよく読み、入力例を参考に入力してください。 

 

＜注意事項＞ 

・必要事項に入力漏れがないようにしてください。 

・屋内企画を希望する団体は、企画場所決定の際に参考にするため出来

るだけ詳細に企画内容を入力してください。 

・食品を取り扱う企画を希望する場合は、内容が未定でも企画内容の欄

に「食品販売」と入力してください。また、販売以外での食品の提供

(飲み物をコップに入れて無料で提供など)の場合も「食品販売」とし

てその旨を入力してください。 

・１人で複数の企画責任者を兼任することはできません。また、企画責

任者になれるのは茨城大学の学生だけです。 

・複数の企画の実施を希望する団体は、考えている企画の数だけ企画案

を提出してください。 

・複数の企画を希望しても、全ての企画で希望が通るとは限りません。 

 

茨苑祭実行委員会提出用メールアドレス 

shien teishutu@yahoo.co.jp に提出 

締切：６月３日（水） １８：００ 
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入力例                 

企画案 

 

団 体 名：茨苑祭実行委員会 

 

企画責任者名：茨苑 祭子 

 

①～③は該当する番号を、④は企画内容を入力してください。 

 

①企 画 場 所：１．屋外     ２．屋内   

３．屋外特殊  ４．屋内特殊 

 

②種 別：１．営利    ２．非営利 

 

③食 品 取 扱：１．有     ２．無 

 

①２   ②１   ③１  

 

④企画内容  例）食品販売、作品展示、アトラクション 

※ 食品を取り扱う企画を希望する場合は「食品販売」と入力してください。 

※ 屋内企画は出来る限り詳細に入力してください。 

茨苑祭実行委員会提出用メールアドレス 

shien teishutu@yahoo.co.jp に提出 

締切：６月３日（水） １８：００ 

第７１回茨苑祭実行委員会  

・作品展示 

 日頃の活動の制作物をパネルを用いて展示する。 

・食品販売 

 ドリンクなどを販売します。調理はしません。 
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ステージ参加者募集について 

企画部 ステージ課 

責任者 齋藤 瀬里衣 

 

 今年度もステージを設置し、皆さんの活動発表の場として提供したいと考えています。 

 ダンスやアカペラを中心に行うＡステージ、バンド演奏を行うＢステージ、多目的な

発表を行うＣステージに加え、茨苑祭１日目の夜に行う中夜祭ステージの４つを開催す

る予定です。 

 ステージで企画を行いたい方は、茨苑祭ホームページの参加説明会資料からステージ

参加申込用紙をダウンロードし、必要事項をすべて記入の上、５月３０日（土）１８：

００までに提出してください。提出先は茨苑祭実行委員会提出用メール 

（shien_teishutu@yahoo.co.jp）です。 

また、同時に代表者の LINE の QR コードを団体名とともに茨苑祭実行委員会ステ

ージ課メール（shiensaijitsui_stage@yahoo.co.jp）までお送りください。主にステージ

連絡会に関する連絡と資料の送付に使用させていただきます。 

 第１回全体ステージ連絡会を以下のとおり行います。ステージで企画を行いたい団体

は必ずステージ連絡会に出席してください。 

第１回全体ステージ連絡会 

６月５日（金） １８：４０～ Microsoft Teams  

（オンラインによる実施になります。） 

※ ステージ連絡会の日程に変更がありましたら代表者へお知らせします。 

※ チームへの参加方法は、代表者へメールもしくは LINE で指示します。 

※ ステージ企画のみに参加希望される方は、参加代表者会議など、ステージ連絡会以

外の会議に出席する必要はありません。 

※ 例年通り、バンド演奏はＢステージ（教育学部Ｂ棟－Ｃ棟間）のみで行います。 

※ 中夜祭ステージへの参加を希望される方も、第１回全体ステージ連絡会に出席し

てください。 
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屋外企画用テントの借用について 

会場管理部 器材課 

責任者 菊池 真理子 

 

今年度の茨苑祭で、屋外企画としての参加を希望している団体は、生協

レンタルのテントまたは各団体で所有しているテントを持ち込んで使用

していただきます。 

 

＜昨年のレンタル費用＞ 

・屋外企画（テント２分の１張使用）   

…レンタル費用（２泊３日） 5,346円＋運搬費 

・屋外特殊企画（テント１張使用） 

…レンタル費用（２泊３日）10,692円＋運搬費 

 

※ 昨年同様、近隣の小中学校からのテントの借用は禁止です。 

※ 運搬費は、総額を該当団体の数で割ったものを計上します。 

※ 運搬費の具体的な金額は１０月１４日（水）第５回参加代表者会議

にてお知らせします。 

※ テントを破損した場合には、使用していた団体に修理費を請求する

ことがあります。 
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本部企画について 

企画部 

責任者 斎藤 瀬里衣 

中島  由稀 

現在検討中の本部企画は以下の通りです。 

 

１． 外部招聘 

有名人をお招きし、公演をしていただきます。 

＜場所＞ 未定 

 

２． ビンゴ大会 

講堂にてビンゴ大会を実施します。上位者への賞品の贈呈をします。 

＜場所＞ Ｃステージ（講堂） 

 

３． 茨苑賞 

来場者に１番良かったと思う企画に投票していただき、参加団体の中から

茨苑賞を決めます。投票方法は現在検討中です。 

上位入賞団体には中夜祭にて賞品を贈呈する予定です。 

＜場所＞ 入賞団体発表：Ｂステージ（教育学部Ｂ棟―Ｃ棟間） 

 

４． オープンセミナー 

  茨城大学でどのようなことを学べるのかを多くの方に知っていただくため、

本学の教員に講義を行っていただきます。 

  ＜場所＞ 理学部棟第１講義室 

 

５． わくわくコーナー 

小さい子どもが楽しめるゲームを行います。昨年はボーリングと玉入れを

行いました。 

＜場所＞ 未定 
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６． 学内クイズ 

学内に設置したクイズに答えてもらい、オリジナルグッズを景品として配

布します。昨年のオリジナルグッズはクリアチャームとクリアファイルで

した。 

＜場所＞ グッズ交換所：未定 

 

７． フォトスポット 

茨苑祭の思い出の写真がより輝くように、撮影スポットを設けます。 

＜場所＞ 学内全体 

 

８． メッセージアート 

来場者に寄せ書きをしてもらい、その寄せ書きで巨大壁画を作るという企

画です。 

＜場所＞ 未定 

 

９． 花火 

２日目の企画終了後、茨苑祭のグランドフィナーレとして花火を打ち上げ

ます。 

＜場所＞ 第２グラウンド 

 

 

※ 各企画の詳細や開催場所（雨天時含む）は、後日改めてお知らせします。 
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茨苑賞実施について 

企画部 企画課 

責任者 中島 由稀 

 

第７１回茨苑祭では、本部企画として茨苑賞を以下のとおり行います。 

 

＜企画内容＞ 

  来場者に投票をしていただき、茨苑賞受賞団体を決定します。 

昨年と同様に、今年も屋外団体で食品を取り扱う全団体を茨苑賞対象団体

とします（中夜祭参加団体も含む）。 

 

＜賞品＞ 

  上位３団体に賞品を贈呈します。茨苑賞のぼりと 2,000～5,000 円相当のも

のを予定していますが、賞品の詳細は未定です。のぼりは、茨苑祭終了後に返

却してもらいます。 

 

＜投票受付期間＞ 

  １日目：１１月１４日（土） ９：３０～１７：００ 

 ※２日目：１１月１５日（日）は実施しません。 

 

＜最終結果発表及び表彰について＞ 

１８時ごろまでに、茨苑祭実行委員が受賞団体の企画場所に直接伺います。

不在の場合は企画責任者に電話で連絡します。 

順位に関しては中夜祭にて発表を行いますので、受賞企画の企画責任者ま

たは代理の企画関係者の方には中夜祭の茨苑賞発表（１９時ごろ）まで残って

いただくことになります。予めご了承ください。 

 

 

 詳細は確定次第、告知します。 

 

ご協力よろしくお願いします。 
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公式ポスターデザイン募集要項 

広報部 広報課 

責任者 鈴木 妃那代 

 

第７１回茨苑祭を開催するにあたり、今年度も公式ポスターデザインを募集します。

応募された作品は、７月１日（水）から開催されるポスターデザインコンクールにおい

て選考され、そこで選ばれた作品を公式ポスター及びパンフレットの表紙として採用し

ます。 

第７１回茨苑祭でも、このポスターを近隣の学校や商店などに掲示し、広報媒体とし

て利用したいと考えています。 

応募の際には下記の募集要項をよくお読みください。 

たくさんのご応募をお待ちしております。 

＜募集要項＞ 

１）必要事項 

１. 第７１回茨苑祭の公式テーマに沿ったものであること 

  【今年度のテーマ】「The New Dawn」 

２. ポスターには原則として文字を書き入れないこと（最終的に「茨城大学」・「第

７１回」・「開催日時」・「テーマ」など茨苑祭に関する情報が入るため、それを

考慮したデザインにしてください。） 

※ 書き入れる場合は、「茨城大学」「第７１回」「茨苑祭」「テーマ」の全てを

必ず書き入れてください。「開催日時」はこちらで入れますので、書き入れ

ないでください。 

３. 作品の大きさは B４版（２５７×３６４ミリ）であること 

（実際のポスターは A２版です） 

４. 作品の用紙の向きが縦であること 

５. レイヤーの残ったデータを取っておくこと 

２）応募方法 

原則として作品は学籍番号、学部、学科、学年、名前、デザインのコンセプト（ど

のようなイメージでポスターを描いたのか）を記入の上、提出用メールアドレスに

提出をお願い致します。 

容量が大きくメールに添付できない場合は、その旨をメールでお送りくださ

い。 

提出用メールアドレス：shien_teishutu@yahoo.co.jp         
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３）応募期限 

５月１３日（水） から  ６月２４日（水） まで 

 

４）選考方法 

ポスターデザインコンクールを開催し、投票での得票数により決定します。 

なお、ポスターデザインコンクールの詳細は７月１日（水）の第２回参加代表者

会議でお知らせします。 

 

５）採用発表 

   採用された方には、学生用オフィシャルメールを通じてご連絡いたします。 

 

６）賞品 

公式ポスターデザインとして採用された方には、10,000 円相当の賞品を贈呈いた

します。 

 

７）注意事項 

１. 近年、著作権の問題が厳しくなっています。デザインが著作権を侵害しない 

よう十分配慮してください。他人の作品の無断応募も禁止です。写真を使用 

する場合は自身で撮影したもの、絵は自身で描いたものでお願いいたしま

す。 

２. 応募された作品はお返しできませんのでご了承ください。 

 

８）その他 

   応募された作品は制作者様とご相談の上、ポスター・パンフレット以外の広報媒

体にも使用させていただく可能性があります。 

ご不明な点がありましたら、茨苑祭実行委員会までお問い合わせください。 



＜次回の会議＞ 

     第１回参加代表者会議     6月 3日（水） 

１３：１５開始 

Microsoft Teams上にて              

                

 

※ 時間・場所が変更になった場合は、HP,Twitter等で告知します。 

＜次回の議題＞ 

１．登録情報変更届について 

２．企画書について 

３．特殊企画について 

４．屋内企画場所決定について 

５．使用可能教室について 

 

 

＜次回の提出物＞ 

〇 誓約書【全団体】 

○ 企画案【全団体】 

 

MEMO 

 

 

 

質問・疑問等は 

あ茨苑祭実行委員会メールまで                                         

 TEL ０２９－２２８－８７８０  

 MAIL shiensai_jitui@yahoo.co.jp 

HP https://www.shiensai-ibadai.com/ 

Twitter    ＠shiensai_jitui 

Instagram @shiensai_jitui 

 

６．テント借用について 

７．茨苑祭前立て看板について 

８．取扱食品について 

９．検便検査人数申請について 

１０．資料のダウンロードについて 

１１．繰越金使用用途報告 

→ 


