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学友会行事の予定について 

 

【学友会行事】 

○クラブ・サークル代表者会議 

日 程：第 1回 4月 23日、第 2回 5月 14日、第 3回 6月 25日、第 4回 10月 22

日、第 5回 11月 19日、第 6回 12月 17日、第 7回 1月 14日 

(※木曜日開催) 

時 間：18時～ 

場 所：＜前期＞横浜・健志台キャンパス 1402教室 

＜後期＞東京・世田谷キャンパス 2201教室(予定) 

出席者：主将またはそれに準ずる者(原則 3・4年生) ※年間を通して同一者 

○学友会総会 

日 程：＜春季＞ 6月 13日(土) 

＜秋季＞12月 12日(土) 

時 間：10時～ 

場 所：＜春季＞東京・世田谷キャンパス 記念講堂(予定) 

＜秋季＞横浜・健志台キャンパス 1402教室(予定) 

出席者：部長・顧問 及び 主将・副主将・主務・会計またはそれに準ずる者 

○第 54回日体フェスティバル 2020 

日 程：10月 31日(土)・11月 1日(日) 

場 所：東京・世田谷キャンパス 

○第 31回リーダーズキャンプ 

日 程：令和 3年 3月 4日(木)～5日(金) 1泊 2日 

場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター  

出席者：原則次年度の主将・副主将 

○令和 2年度 学友会祝勝会  

日 程：令和 3年 3月 9日(火) 

場 所：東京・世田谷キャンパス スポーツ棟 2階メインアリーナ 1 

○クリーン大作戦 

→本紙【資料 5】参照 

 ※実施日・場所は今後変更の可能性有り 
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【欠席について】 

やむを得ない事情で上記の行事を欠席する場合は『欠席願い』の提出が必要となります。

提出される場合は総務部ブログからダウンロード・印刷をし、随時ご使用ください。 

 

【各行事の予定変更について】 

  資料に記載の行事日程は予定であり、変更する可能性があります。日程・時間変更の際

には総務部ブログ・代表者メーリングリストにて連絡致します。 

連絡方法についての詳細は【資料 3】に記載しておりますので、必ずご確認ください。 
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学友会配当金に関わる参加ポイントについて 

 

 学友会は各団体の活動を支援することを目的として「学友会内規 学友会クラブ予算配

当基準」「学友会内規 学友会サークル・同好会予算配当基準」に基づき、運動部・応援部・

厚生文化部・サークル同好会へ配当金を付与しております。配当基準項目には学友会

の活性化を図るために、学友会行事の参加ポイントが存在します。各団体の皆様には学

友会の発展のために学友会行事に積極的に参加していただきますようお願い致します。 

 

 

【対象行事】 

①学友会総会(春季・秋季) 

②クラブ・サークル代表者会議 

③クリーン大作戦(大クリーン大作戦も含む) 

④日体フェスティバル 

⑤リーダーズキャンプ 

⑥その他、総務部より依頼があった活動 

※学友会内規より抜粋 

 

【欠席について】 

  当日、大会等やむを得ない事情で参加できない場合は『欠席願い』の提出が必要とな

ります。『欠席願い』は総務部ブログからダウンロード・印刷の上、提出ください。 

尚、提出期限は活動の前日までとなります。期限を過ぎた提出につきましては受理不

可とし、無断欠席とさせていただきます。 

※複数日程で開催する行事の場合は、初日の前日までと致します。 

 

 

問い合わせ先：【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp
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学友会総務部からの連絡方法について 

 

学友会総務部からの全学友会団体へ対する重要連絡事項は、以下の方法により連絡致し

ます。各団体の代表者は、確認と団体内への報告を確実に行なってください。 

 

【主な連絡事項】 

各事業・行事の実施案内 及び 詳細連絡(学友会総会、クラブ・サークル代表者会議、ク

リーン大作戦、リーダーズキャンプ、学友会祝勝会等)、重要書類未提出団体の呼び出し 

 

【連絡方法①：掲示】 

＜掲示場所＞ 

 ●東京・世田谷キャンパス 

・教育研究棟 1階 学生ラウンジ前掲示板 

・教育研究棟 G階 貴重品ロッカー横掲示板 

●横浜・健志台キャンパス 

・百年記念館 1階 ホワイトボード 

・2号館 4階 学友会室前掲示板 

・4号館 1階 通路の掲示板(4101教室横) 

・8号館 3階掲示板 

 

【連絡方法②：総務部ブログ】 

＜閲覧方法＞ 以下の 1または 2の方法で閲覧が可能です。 

1. 日本体育大学ホームページ → 学友会クラブ・サークル活動一覧 → 総務部 

2. インターネットより「日体大 総務部ブログ」と検索 

※掲示された書面と同様の内容が総務部ブログにて確認できます。また、ブログには

各会議 及び 学友会行事の活動報告等も掲載致しますのでご確認ください。 

 

【連絡方法③：メーリングリスト】 

  各学友会団体へ共通の連絡をする場合、使用致します。次ページの方法で各団体 1名

または 2名のご登録をお願い致します。 

＜注意事項＞ 

・ご自身がよく使うメールアドレスを登録し、随時確認ができるようにしてください。 

・nittaidai_daihyousya2020@ra9.jpのアドレスを受信できるようにしてください。 

・このメールは一斉連絡のため、返信はできません。 

 ※他の人に名前やアドレスを知られることはありません。（閲覧ができません）  
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＜登録方法＞ 

❶ 無料アプリ「らくらく連絡網」をインストール(右図参照) 

  ※既にインストールしている方は、⑥からお進みください。 

❷ メールアドレスとパスワードを入力 

❸「メールアドレスで登録する」を選択 

❹ 先程入力していただいたメールアドレスに「セキュリティコード」が送られます。 

そちらの番号を入力してください。 

  ❺ 新規登録を行なってください。パスワードは②で設定したものです。 

    ★お名前は【団体名 名前】としてください。 

  ❻「団体に参加する」を選択 

  ❼ 招待コード【69507214】を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 １ 

 ２ 

 ４ 

 ３ 

 ５ 

ご自身がよく使用する

メールアドレスをご登

録ください。 

パスワードはご自由に

設定してください。 

 

届いたメールに記載の 

【セキュリティコード】

を入力してください。 

必ず【団体名 名前】にし

てください。 

(例) 

「○○部 ○○○○」 

「○○サークル ○○○」 

※必須項目以外(性別以降)は

ご回答不要です。 

メールマガジン等の受信を

ご希望されない方は一番下

の✓を外してください。 

 ６  ７ 

招待コード【69507214】を入力してください。 

「令和 2年度日本体育大学学友会団体代表者」

の団体に参加できます。 



【資料 3】 

6 

 

【連絡方法④：代表者メールアドレス(令和 2年度 代表者登録)】 

 総務部から各団体に対して連絡をさせていただく際の代表者を登録していただきます。

各団体代表者 2名は、下の QRコードを読み取り、期限までに回答を送信してください。 

※原則、代表者①は 4年生、代表者②は 3年生以下でご登録するよう、お願い致します。 

【回答期限】5月 8日(金) 17時 

＜令和 2年度 代表者登録フォーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【学友会総務部 連絡先】 

  学友会総務部部室 及び 学友会総務部の連絡先は以下の通りです。 

  

 

 

原則、上記の連絡先から各団体に連絡を致しますので、ご登録をお願い致します。 

※団体側から総務部へメールにて連絡をする際は、必ず件名を記入してください。 

また、本文中に団体名とお名前を記載するようお願い致します。 

 

【学友会団体ポストについて】 

書類の提出や会議欠席時の資料配布等は学友会団体ポストを使用して行います。必ず

定期的なご確認をお願い致します。 

尚、総務部に対しての書類提出は、必ず【総務部】と記載のあるポストに投函していた

だきますようお願い致します。 

 ※横浜・健志台キャンパスはポスト数の関係上、希望した団体のみポストがございます。

新たに設置をご希望される場合は、ご連絡ください。 

 ※横浜・健志台キャンパスは昨年度まで設置されていた【2号館・学生食堂前】から移動

し【3号館・ロッカールーム入り口】に変更となりました。 

 

 次ページにて、各キャンパスポストのご確認をお願い致します。 

 

 

 

※万が一、QR コードが読み取れない場合は、総務

部ブログより『令和 2 年度 代表者登録用紙』を

ダウンロード・印刷し、同期限までに提出してく

ださい。 

【提出場所】両キャンパス総務部ポスト 

総務部部室：東京・世田谷キャンパス 教育研究棟 G階 3G07部室 

連  絡  先：【Tel】   03‐5706‐0806 

      【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp 
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 ＜設置場所＞  

  ●東京・世田谷キャンパス 

  

 

 

 

 

 

 

左写真：【学友会団体ポスト】… 教育研究棟 G階 3街区のグラウンドへの通路 

右写真：【総務部ポスト】… 左写真の右側の壁。最上列・左から 2番目のポスト 

 

●横浜・健志台キャンパス 

 

 

 

 

 

 

 

左写真：【学友会団体ポスト】… 3号館(ロッカールーム)入り口 左側 

右写真：【総務部ポスト】… 最上列・1番左のポスト 

 

＜注意事項＞ 

  ・会議欠席時は各団体のポストに資料を投函致します。必ずご確認をお願い致します。 

  ・書類を提出する際は、ご自身のポストではなく右写真の「総務部のポスト」に投函し

てください。
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日体大スポーツ 大会結果・予定について 

 

編集長  長谷 美聖  

副編集長 大澤 ひより 

【概要】 

 号数：第 88号  発行日：令和元年 9月 28日(月)（予定） 部数：11,000部 

 

 日体大スポーツ第 88号の制作にあたり、各団体への取材と大会結果・予定の掲載を予定

しております。以下①～③をメール提出例を参考に、次ページに記載しておりますメールア

ドレスまでお送りください。 

 

①大会結果 

令和 2年度 1月 16日(木)から 4月 22日(水)までのもの 

 

②大会予定 

令和 2年 4月 24日(金)から 9月 28日(月)までのもの 

 

③中止 及び 無観客試合が決定している大会 

 2019年度第 7回クラブ・サークル代表者会議にて提出していただいた大会予定(総務部ブ

ログに掲載されているもの) 及び その他今年度の大会で中止が決定している全てのもの 

 

【メール提出例】 

件名：○○部(団体名) 大会結果・予定について  

※件名は必ずご記入ください 

本文：①2月 16日(日付)、第 78回全日本選手権大会(大会名)、東京都・代々木第一

体育館(会場名)、55kg級(種目)、3年・日体花子(学年・名前)、1位(1～3位

の結果) 

   ②6月 20日(日付)、第 65回全日本学生選手権大会(大会名)、神奈川県・とど

ろきアリーナ(会場名)、男子個人(種目)、日体太郎・4年(注目選手名・学年) 

   ③4月 26日(日付)、第 34回関東学生選手権大会(大会名)、中止(変更点) 
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【注意事項】 

・大会結果は 1位～3位までのものを、大会予定は大会情報が掲載されているURLを併 

せてお送りください。 

・①、②は正式な日付・大会名・会場名・注目選手 及び 種目を記載するようお願い致 

します。尚、提出期限までに大会予定が不明な団体は、分かり次第下記メールアドレ 

スまでご連絡ください。 

 

 

 

提出期限：5月 8日(金) 17時 

提 出 先：【E-mail】taikaikekka_yotei@yahoo.co.jp 
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クリーン大作戦 実施について 

                      チーフ    石川 想大 

                                   サブチーフ 大澤 ひより 

 

【実施意義】 

クリーン大作戦は学友会として学校周辺の美化に携わることにより、地域住民や社会

との信頼関係を築き、同時に学友会会員同士の交流を深めることを目的とする。また、

大クリーン大作戦では学校周辺以外で清掃活動を行うことによって、更に多くの社会貢

献を行う。清掃活動以外でも普段から環境美化に貢献することができるような学生の美

化意識の向上を目指す。 

 

【開催予定日】 

  〇クリーン大作戦(両キャンパス周辺)       〇大クリーン大作戦(場所未定) 

 第 1回 7月 18日(土)              第 1弾  7月  4日(土) 

 第 2回 10月 10日(土)            第 2弾 11月 14日(土) 

第 3回 11月 28日(土)                                

第 4回  1月 23日(土)        

  

※右下の QRコードを読み取り、5月 8日(金)17時までに回答を送信してください。 

◎令和 2年度 クリーン大作戦                          

代表者登録専用フォーム 

      

 

 

【注意事項】  

・クリーン大作戦の詳細は、総務部ブログ 及び 代表者へメールにてご連絡致します。 

・その他大学 及び 学友会行事により延期又は中止させていただくことがあります。 

 ・参加人数は各団体４名と致します。(大クリーン大作戦の場合は 5名) 

 ・各団体、年間を通して必ず 2回以上のご参加をお願い致します。 

 ・活動の変更・中止がある際には、当日の午前７時までに総務部ブログにて連絡致します。 

 ・期日までに回答されなかった団体は、総務部内で参加日・キャンパスを決めさせてい

ただきます。 

・大クリーン大作戦の開催場所は直近のクラブ・サークル代表者会議 及び 総務部ブロ

グにてお伝え致します。

※万が一、QRコードが読み取れない場合は、総

務部ブログより『令和 2 年度 クリーン大作戦

代表者登録用紙』をダウンロード・印刷し、同

期限までに総務部ポストに提出してください。 
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社会貢献活動について 

 

 今年度も学友会は社会貢献活動の推進を目的とし、各団体の皆様に書類の提出をしてい

ただいております。下記事項をご確認の上、ご提出をお願い致します。 

尚、こちらの書類は学友会内規予算配当基準に基づき、令和 3年度学友会配当金に関与

するため、必ずご提出ください。 

 

記 

 

【方法】 

 ①社会貢献活動を行う前日までに、社会貢献活動事前申請書の必要事項をご記入の上、

総務委員会に提出する。 

 ②活動後 1ヶ月以内に社会貢献活動報告書を作成し、総務委員会に提出する。 

  

【注意事項】 

 ○総務委員会に直接ご提出ください。(ポストへの投函は受理不可と致します) 

 ○必ず事前申請書・報告書の両方をご提出ください。 

 ○活動ごとに事前申請書・報告書をご提出ください。 

 ○事前申請書・報告書は総務部ブログよりダウンロード・印刷の上ご利用ください。 

 〇通年(毎週〇曜日等)で行う社会貢献活動につきましては、事前申請書を 5月中に提出

してください。報告書は 3月頃のご提出となります。詳細は決まり次第ご連絡致します。 

○学友会行事である『クリーン大作戦』は活動に含まれません。 

○報告書には活動を証明する媒体を併せてご提出ください。(ホームページ・写真等) 

 ※書類には部長または顧問 及び 主将の押印が必要となります。 

 ※上記の手順を踏まえていない場合は、社会貢献活動として認められません。 

 ※社会貢献活動に関してご不明点がある場合はご相談ください。 

 

【提出について】 

 提  出  先：東京・世田谷キャンパス 3G07部室(総務委員会に直接ご提出ください) 

 提出可能日：毎週火曜日 16時 50分～18時 15分(通常授業期間) 

 長期休業期間：以下の日程にて総務部ブログに詳細を記載致します。必ずご確認ください。 

夏季休業→ 7月 17日(金)更新 

冬季休業→ 12月 11日(金)更新 

春季休業→ 1月 15日(金)更新 

以上 

 

問い合わせ先：【E-mail】 soumu_08@yahoo.co.jp 

 

mailto:soumu_08@yahoo.co.jp

