第4回

クラブ・サークル代表者会議
令和元年 10 月 17 日(木)
東京・世田谷キャンパス 2202 教室
17 時 45 分～

＜報告事項＞
・日体大スポーツ

大会結果・予定について
【資料 1】P.1

・第 53 回日体フェスティバル 2019 について
【資料 2】P.2～7
＜討議＞
・社会貢献活動の意義とは

【資料 3】P.8

＜その他＞
・連絡事項

学友会総務部

先：【Tel】
03‐5706‐0806
【E-mail】soumu_08@yahoo.co.jp
総務部部室：東京・世田谷キャンパス 3G07 部室

連

絡

0

【資料 1】

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 浅野 進之介

【概要】
号数：第 85 号

発行日：令和 2 年 1 月 9 日(木) （予定）

日体大スポーツ第 85 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。大会結果に関しては令和元年 6 月 28 日(金)から 10 月 16 日(水)までのもの
を、大会予定に関しては令和元年 10 月 17 日(木)から 12 月 31 日(火)までのものをお送りく
ださい。また、メールには大会ホームページ等大会情報が掲載されている URL を添付して
お送りいただきますようお願い致します。

【メール提出例】
件名：○○部(団体名) 大会結果・予定について
※件名はお忘れなくご記入ください。
本文：
【大会結果】
7 月 2 日(日付)、第 95 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)、52 ㎏級(種目)、4 年・日体花子(学年・名前)、優勝(1～3 位までの結果)
【大会予定】
12 月 5 日(日付)、天皇杯第 5 回全日本学生選手権大会(大会名)、埼玉県・熊谷陸
上競技場(会場名)、10,000ｍ(種目)、4 年・日体太郎(注目選手の学年・名前)

※大会結果・予定は正式な日付・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、分かり次第以下のア
ドレスまでご連絡ください。

提出期限：10 月 25 日(金)
提 出 先：
【E-mail】taikaikekka_yotei@yahoo.co.jp
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【資料 1】
【資料 2】

第 53 回日体フェスティバル 2019 について
実行委員長

関 歩美

副実行委員長 金澤 亮

以下の通り、第 53 回日体フェスティバル 2019 を開催致します。日体フェスティバルは
社会貢献の意味を込めた大規模な大学行事として位置付けられておりますので、学友会団
体の皆様は積極的な参加や企画展開のご協力をお願い致します。

【テーマ】
「日体大から体育・スポーツの魅力を発信し、日本や世界の
未来へ『繋がる』日体フェスティバルにしたい」
。また、未来へ
の繋がりだけでなく「過去や現在の、日体大と各スポーツ、日
体大とオリンピック・パラリンピック、日体大と地域など、様々
な『繋がり』を感じていただける 3 日間にしたい」との思いが
込められています。
【開催日時】
令和元年 10 月 31 日(木) 10 時～17 時（準備日）
11 月 1 日(金)

10 時～17 時

11 月 2 日(土)

10 時～18 時

11 月 3 日(日)

10 時～17 時（エンディング以外 16 時終了。撤収～20 時）

【開催場所】
横浜・健志台キャンパス

【主な企画】
（二重線のあるものは、学友会団体と深く関係し、ご協力いただくもの）
お笑い芸人 LIVE／ミニ実演会／模擬店／スポーツ体験教室／公開練習・公開試合・デモ
ンストレーション／学友会体育祭／日体ミュージアム／学生ステージ企画（ミス・ミスタ
ーコンテスト、日体のど自慢、笑え～明日は顔が筋肉痛～、マッスル王座決定戦 2019、
日体クイズ王決定戦）／日フェスカップ（キンボール大会、ドッジボール大会、バスケッ
トボール大会）／オリンピック・パラリンピック展示コーナー／日体大スポーツ展示／ゼ
ミ展示／無料体力測定／縁日／子どもの広場／無料似顔絵コーナー／働く車展示
など
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【資料
【資料 1】
2】

①ポイント付けについて
第 53 回日体フェスティバル 2019 では、以下の通りポイント付けを行います。こちらは
令和 2 年度学友会配当金に関与致します。ご確認をお願い致します。
【当日参加団体】
企画名
1

学友会体育祭

内容
学友会体育祭 参加

備考

ポイント

参加必須

1点

ミス・ミスターコンテスト 出場

1点

マッスル王座決定戦 2019 出場
2

ステージ企画

日体のど自慢 出場

1点
1 つ以上
ご参加ください

1点

笑え～明日は顔が筋肉痛～ 出場

1点

日体クイズ王決定戦 出場

1点

3

模擬店

模擬店 出店

1点

4

スポーツ関連企画

スポーツ体験教室、公開練習、公開試合

1点

5

ミニ実演会

ミニ実演会 出演

1点

6

演奏会等

演奏会、発表会、展示、講習会等

1点

7

日体ミュージアム

日体ミュージアム 出展

1点

8

オープニング等

オープニング、中夜祭、エンディング等 出演

1点

9

サポート業務、その他

準備日及び当日の補助・協力等

1点

10

提出書類

企画案書(第 2 回代表者会議にて連絡)

全団体必須

1点

感想用紙(第 5 回代表者会議にて連絡)

参加団体必須

1点

備考

ポイント

【当日欠席団体】
企画名

内容

1

日体ミュージアム

日体ミュージアム 出展

1点

2

サポート業務、その他

準備日及び当日の補助・協力等

1点

3

提出書類

企画案書(第 2 回代表者会議にて連絡)

全団体必須

1点

欠席願い(第 3 回代表者会議にて連絡)

欠席団体のみ

3 点(1 点×3 日)

アンケート(第 5 回代表者会議にて連絡)

欠席団体必須

1点

※クラブ・サークル代表者会議を代表者会議と省略して記載しています。

【ポイント付け方法・注意事項】
・配当金ポイントは 2 ポイントを満点とし、上表の合計得点が次の通り換算される。
【資料 2】

5 点以上：配当金 2 ポイント ／ 4～3 点：1 ポイント ／ 2 点以下：0 ポイント を付与。

・参加必須企画に欠席願いがなく参加していない、または必須資料を提出していない団体に
は 2 ポイントを与えない。
②各企画
参加者説明会等について
・当日の企画を欠席願いがなく欠席した場合には、ポイントを与えない。
・提出期限を過ぎた資料には、原則ポイントを与えない。
※施設や人数の関係上、こちらから企画の開催や参加をお断りする場合がございます。そ
3
の場合は、参加したものとして点数を付与致します。

【資料
【資料1】
2】

◆学友会体育祭 参加者説明会
日時：10 月 18 日(金) 18 時～（受付：17 時 45 分開始）
場所：横浜・健志台キャンパス 9303 教室
◆第 2 回模擬店代表者会議
日時：10 月 18 日(金) 17 時 45 分～（受付：17 時 30 分開始）
場所：東京・世田谷キャンパス 3206 教室
◆学生ステージ企画(5 つ全て) 参加者説明会
日時：10 月 23 日(水) 17 時 45 分～（受付：17 時 30 分開始）
場所：横浜・健志台キャンパス 1301 教室
◆日フェスカップ 参加者説明会
日時：10 月 25 日(金) 18 時～（受付：17 時 45 分開始）
場所：横浜・健志台キャンパス 4205 教室
※第 1 回模擬店代表者会議、ミニ実演会 参加者説明会は実施済み。

③学友会団体参加状況について
【学友会体育祭】
（10 月 13 日現在）38 団体
ウエイトリフティング部、カヌー部、硬式野球部、ゴルフ部、山岳部、新体操部、ス
キー部、ソフトボール部(男女)、体操部、ダンス部、テニス部、トライアスロン部、
トランポリン競技部、軟式野球部、バドミントン部、ホッケー部、ライフセービング
部、陸上競技部、応援団部、チアリーダー部、ブラスバンド部、研修部、アルティメ
ット・チーム、インラインホッケークラブ、エアロビック同好会、スカッシュ同好
会、スポーツマネジメントサークル、セパタクロー部、ダブルダッチサークル、伝統
芸能・和太鼓同好会、トレーナー研究会、ヒップホップ同好会、フィンスイミングク
ラブ、アクアスポーツ研究会、救急医療サークル、弓道部、ソングリーディングクラ
ブ、フットサル同好会
【スポーツ体験教室】11 団体
アーチェリー部、カヌー部、ゴルフ部、サッカー部女子、テニス部、ボート部、
陸上競技部、アルティメット・チーム、インラインホッケークラブ、ダブルダッチ
サークル、ソングリーディングクラブ
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【資料
【資料1】
2】

【公開練習・公開試合・デモンストレーション】11 団体
アーチェリー部、ウエイトリフティング部、硬式野球部、新体操部、体操競技部、ハ
ンドボール部男子、ライフセービング部、レスリング部、チアリーダー部、エアロ
ビック同好会、フィンスイミングクラブ

【日体ミュージアム】34 団体（男女を別団体としてカウント）
アーチェリー部、アメリカンフットボール部、カヌー部、サッカー部女子、自転車競
技部、ソフトボール部男女、体操競技部、ダンス部、テニス部、トライアスロン部、
トランポリン競技部、軟式野球部女子、バレーボール部女子、ホッケー部、ラクロス
部男女、ラグビー部女子、応援団部、チアリーダー部、インラインホッケークラブ、
エアロビック同好会、社会体育研究会、スカッシュ同好会、セパタクロー部、トレー
ナー研究会、なぎなた同好会、フィンスイミングクラブ、保育研究サークル、アクア
スポーツ研究会、救急医療サークル、弓道部、混合バレーボール同好会、ソングリー
ディングクラブ、総務部
【模擬店】学友会団体：21 団体（その他県人会等あり）
アーチェリー部、カヌー部、山岳部、自転車競技部、新体操部、軟式野球部女子、バ
ドミントン部、ホッケー部、研修部、キャンプインストラクターアカデミー、社会体
育研究会、スポーツマネジメントサークル、セパタクロー部 4 年生・3 年生以下、フ
ィンスイミングクラブ、トレーナー研究会、アクアスポーツ研究会、救急医療サーク
ル、混合バレーボール同好会、ソングリーディングクラブ、バーベルクラブ

【ミニ実演会】
●11 月 1 日(金) 14 団体（応援部 3 部を 1 団体としてカウント）
合気道部、新体操部、体操部、ダンス部、応援部（応援団部、チアリーダー部、
ブラスバンド部）、チアリーダー部エアロビック同好会、セパタクロー部、ダブ
ルダッチサークル、ソングリーディングクラブ、伝統芸能・和太鼓同好会、ヒッ
プホップ同好会、深沢寮（エッサッサ）
、チンロン（ミャンマーの国技）
●11 月 3 日(日) 10 団体
新体操部、体操部、ダンス部、エアロビック同好会、セパタクロー部、ダブルダ
ッチサークル、ソングリーディングクラブ、伝統芸能・和太鼓同好会、深沢寮
（エッサッサ）
、雀踊り（宮崎県仙台市） ※ 朝鮮大学校確認中
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【資料
【資料1】
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【オープニング等・その他】
オープニング（初日）
：応援団部、チアリーダー部、ブラスバンド部
演奏会：ブラスバンド部、伝統芸能・和太鼓同好会
中夜祭：ダブルダッチサークル、ヒップホップ同好会
その他：家政部（生け花展示）
、スポーツマネジメントサークル（パブリックビュ
ーイング）
、保育研究サークル（Pirates Festival）
、救急医療サークル
（BLS 講習）

④サポート団体の募集について（別紙資料①参照）
日体フェスティバル期間中、準備・撤収・誘導などをサポートしていただける団体を募
集致します。尚、こちらのサポート業務は、3 ページに記載の通り、配当金ポイントに関
与致します。希望される団体は【別紙資料①】
『第 53 回日体フェスティバル 2019 サポー
ト団体申請用紙』のご提出をお願い致します。
提出期限：10 月 23 日(水) 16 時 20 分
提出場所：総務部ポスト 東京・世田谷キャンパス（G フロア）
横浜・健志台キャンパス（学生食堂前）
問い合わせ先：
【E-mail】nittai_festival2019@yahoo.co.jp

⑤今後の情報発信について
第 53 回日体フェスティバル 2019 に関する情報は、以下の SNS 等にて発信致します。
定期的にご確認ください。
また、横浜・健志台キャンパス 2 号館 3 階学生食堂前 及び 東京・世田谷キャンパス
教育研究棟 1 階学生ラウンジ前に、第 53 回日体フェスティバル 2019 専用掲示板を設置
しておりますので、そちらも併せてご確認ください。
●広報関係

【公式ホームページ】

https://nittaifestival2019.wixsite.com/mysite

【公式 Twitter アカウント】

＠nittai_festival

【公式 Instagram アカウント】

＠nittai_festival 2019
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【資料
【資料1】
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⑥日体フェスティバル期間中の施設について（別紙資料②参照）
日体フェスティバル期間は【別紙資料②】の通り施設を使用致します。また、日体フェ
スティバル以外の理由で施設使用申請書を提出していただいている団体は以下の通りと
なります。両キャンパス、
【別紙資料②】及び下表に記載のない施設及び時間は、使用が
禁止となっております。厳守するよう、お願い致します。
尚、日体フェスティバル期間中のトレーニングセンターの利用は通常通り可能です。ご
来場の方々には入室可能なエリアを設け、見学を可能とする予定です。ご承知の上ご利用
ください。

【資料 2】

⑦日体フェスティバル期間中の車両入構について
日体フェスティバル期間中は、申請をいただいている車両以外の入構は禁止となって
おります。模擬店の搬入を希望される団体は、第 2 回模擬店代表者会議にて申請書のご
提出をお願い致します。その他、物品の搬入等のために車両の入構がある団体は、以下の
7 点を第 53 回日体フェスティバル 2019 実行委員会へご連絡ください。
連絡内容：1.車両入構希望理由 2.希望日時（○月○日 ○時～○時と記載してください）
3.団体名

4.責任者氏名

5.責任者電話番号

連絡期限：10 月 23 日(水) 16 時 20 分
連 絡 先：
【E-mail】nittai_festival2019@yahoo.co.jp
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6.台数

7.車種、ナンバー

【資料
【資料 1】
3】

討議
■討議テーマ
社会貢献活動の意義とは

■討議内容
学友会では、クリーン大作戦や日体フェスティバルでのスポーツ体験教室の開催等、
様々な社会貢献活動を行なっている。
社会貢献活動行う意義を改めて全団体が把握し、今後の活動を深める。
更に、その意義を踏まえ、学友会として、また各学友会団体として取り組むことができ
る具体的な社会貢献活動について討議する。

■討議班(役割：☆班長 ●書記)
①☆ボクシング、●フットサル同好会、バレーボール、ハンドボール、野外教育活動研究会
②☆タッチラグビーサークル、●トランポリン競技、軟式野球、弓道部、伝統芸能・和太鼓
同好会
③☆救急医療サークル、●卓球、ダンス、トレーナー研究会、なぎなた同好会
④☆相撲、●スカッシュ同好会、少林寺拳法、新体操、ソフトテニス、スポーツマネジメン
トサークル
⑤☆エアロビック同好会、●ゴルフ、サッカー、ブラスバンド、家政、基礎スキー研究会
⑥☆空手道、●ラクロス、合気道、アメリカンフットボール、近代五種競技、陸上競技
⑦☆フェンシング、●バーベルクラブ、バスケットボール、バドミントン、ボート、ヒップ
ホップ同好会
⑧☆混合バレーボール同好会、●テニス、トライアスロン、保育研究サークル、アクアスポ
ーツ研究会、ソングリーディングクラブ
⑨☆体操、●体育研究サークル、スキー、スケート、体操競技、ダブルダッチサークル
⑩☆社会体育研究会、●自転車競技、柔道、アルティメット・チーム、準硬式野球部
⑪☆剣道、●応援団、硬式野球、チアリーダー、インラインホッケークラブ
⑫☆ウエイトリフティング、●ライフセービング、アーチェリー、カヌー、ラグビー
⑬☆スポーツパフォーマンスアナリシスクラブ、●フィンスイミングクラブ、水泳、ソフト
ボール、セパタクロー部
⑭☆キャンプインストラクターアカデミー、●山岳、ホッケー、レスリング、研修
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