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1.	配布物
まずは、封筒に自分の所属する団体の団体名、

団体IDが記載されていることを確認してくださ
い。次に、封筒の中に以下の配布物が入っている
ことを確認してください。

＊	すべての団体

»»『COMPASS»vol.3』1冊
»»『ENTRANCE』4冊
»» 個別確認票

＊	一部の団体

»» 協力スタッフチェックシート
»» 清掃チェックシート
»» テント列決定会議資料

2.	会議の流れ
全体説明を行った後、諸手続後のテント列に

てテントを設置する団体にはテント列決定会議
に参加していただきます。テント列のグループ
は個別確認票に記載してあります。
また、諸手続での屋外活動企画書を当委員会

に提出した団体は、全体説明・テント列決定会議
終了後、壇上の委員のところまでお越しくださ
い。

会議のポイント
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1.	概要
詰めビラは必須ではなく、配布を希望する団

体が任意に参加するものです。
ビラ詰め作業自体は協力スタッフの派遣とは

異なります。

新入生に配布する封筒にビラを詰めることを
希望する団体がビラ詰め作業に参加してくださ
い。ビラ詰め作業の所要時間は例年5時間程度で
す。
ビラ詰め作業は3月26日（土）9時より1号

館で行われます。参加を希望する団体は直接お
越しください。

2.	注意事項
以下の団体はビラ詰め作業に参加できません

のでご注意ください。

»» 1種類のビラに1人しか来ていない団体
各ビラに2人の参加が必要です。なお、作業に
参加する人は所属団体の方である必要はありま
せん。

»» ビラがB5より大きい団体
ビラは必ずB5以下のものを用意してください。
B5より大きいビラは予め折ってB5以下にしてく
ださい。当日その場で折ることはできません。

»» ビラを3200枚以上用意しなかった団体
»» 遅刻・欠席した団体

また、以下の事項をご確認ください。

»» 当日は汚れてもよい服装で来てください。

»» ビラ以外の荷物は極力持参しないでくださ
い。荷物置き場はありますが、貴重品の紛失な
どについて当委員会では責任を負いかねます
ので、必ず携帯するなどして自己責任で管理
してください。
»» B5の紙が400枚前後入る箱や指サックを持
参することを推奨いたします。
»» 昼休みはありませんのでご注意ください。途
中15分程度の休憩が入る予定です。

3.	当日の流れ
各ビラごとに2名作業に参加してください。

2名のうち1名ずつビラ渡し担当とビラ集め担
当に分かれていただきます。
ビラ渡し担当は1号館内で座席に座り、ビラ

集め担当にビラを手渡しします。ビラ集め担当
は1号館を回りビラを集めて封筒に詰めます。

I.	 作業開始前

集合は»9時に1号館正面入口 です。各ビラに
ついて2名そろって受付を済ませてください。

ビラ渡し担当
持ち物：ビラ、指サック（任意）

ビラ渡し担当の方は集合場所にて受付とビ
ラチェックを受けてください。その後すべての
ビラを持って2階へ上がり委員の誘導に従って
166教室、164教室、162教室の順に間隔を空
けずに着席してください。着席したらビラを机
の上に置き、荷物は足元にまとめて待機して委
員の指示をお待ちください。
ビラを1人で運び入れられない場合は、2人

1. ビラ詰め作業
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で運び入れた後でビラ渡し担当とビラ集め担当
に分かれてください。

ビラ集め担当
持ち物：B5の紙が400枚前後入る箱（任意）

ビラ集め担当の方は集合場所で受付を済ませ
たら、2階へあがり153教室、154教室、155
教室、156教室で待機してください。原則荷物
は持ち込まないでください。やむを得ない場合
は置いても構いませんが、貴重品の管理は自己
責任で行ってください。

II.	 作業行程

ビラ渡し担当の方は目の前を通るビラ集め担
当の人に自団体のビラを1枚ずつ手渡ししてく
ださい。
ビラ集め担当の方は1号館を周回しながらす

べてのビラを受け取り、121教室で封筒に詰め
て委員に手渡ししてください。
これを繰り返し行います。

III.	 作業終了後

ビラ詰め作業の際に出たごみは作業終了後に
委員が回収します。1号館備え付けのごみ箱に
は絶対に捨てないでください。

IV.	 作業時の注意

i.» お手洗い
原則として持ち場を離れることはできませ

ん。作業前にあらかじめお手洗いは済ませてお
いてください。
やむを得ずお手洗いへ行きたい場合は、以下

のように対応してください。

ビラ渡し担当
ビラ集め担当の方が通過した時に、一時交代

してからお手洗いに行ってください。

ビラ集め担当
お手洗いの近くに列が来た時にお手洗いに

行ってください。その際、ビラの取り忘れや置き
忘れの無いようにしてください。

ii.» 禁止行為
以下の行為はいかなる場合もできませんので

ご注意ください。
»» ビラの詰め直し
»» ビラの追加

4.	交代制度
作業する人が交代可能なのはビラ集め担当の

みです。
ビラ渡し担当の方の交代は作業の流れを止め

るため原則認められません。ビラ渡し担当とビ
ラ集め担当の方が交代することで対応してくだ
さい。

交代は1号館正面入口で以下の手順の通りに
行います。
1.»新しくビラ集め担当に入る人は1号館正面で団
体名を委員に伝える

2.»1号館正面入口で交代を待つ
3.»作業を終える人が回ってきたら交代する

5.	ルート
ルートは次ページの図の通りです。
斜線部の立ち入り禁止区域には終日立ち入ら

ないでください。また、参加する団体の数が多い
場合、廊下でもビラ渡しを行う可能性がありま
す。
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立看板は例年関係各所から安全面が問題視
されています。今年度は2月15日（月）に立看板
が強風で倒れて通行人がけがをする事故が起き
たため、特に問題視されています。来年度以降も
立看板を設置することができるように、責任を
持って立看板を製作・設置してください。

1.	設置
I.	 1 号館ロータリー付近

抽選に当選した団体のみが指定された場所に
立看板を設置することができます。設置できる
立看板は1枚看（横0.9m×高さ1.8m）以下のも
の1枚のみです。

II.	 1 号館ロータリー付近以外

すべての団体が設置可能場所のうち空いてい
る場所に立看板を設置することができます。た
だし、すでに設置してある立看板を勝手に移動
させることはやめてください。

III.	 1 号館北の銀杏並木

抽選に当選した団体のみが、サークルオリエ
ンテーションの翌日（4月2日（土））から設置可
能場所に立看板を設置することができます。設
置できる立看板は1枚看（横0.9m×高さ1.8m）
以下のもの1枚のみです。当委員会で各団体の
具体的な設置場所を指定することはありません
が、当選したすべての団体が立看板を設置する
ことができるように、立看板を詰めて設置して
ください。

2.	撤去
I.	 一時撤去

当委員会で見回りを行い、危険だと判断した
立看板は伏せて、裏面に注意喚起の紙を貼って
います。自団体の立看板はこまめにチェックし
てください。不備を改善しないまま立看板を立
て直すことは絶対にやめてください。
過度に危険だと判断した立看板や不備を直さ

ないまま立て直されている立看板は、槌音広場
に撤去する可能性があります。撤去する過程で
立看板が破損したとしても当委員会は責任を負
いません。撤去された立看板は不備を改善して
立て直すか、あるいは処分してください。また、
撤去した立看板を当委員会が元の位置に戻すこ
とはありませんので、自団体で元の位置に戻し
てください。

II.	 全面撤去・解体

不要になった立看板は4月30日（土）までに
は自団体で撤去・解体してください。5月以降は
当委員会を通さず、通常の手続きで立看板を設
置することができます。
立看板の解体も槌音広場で行ってください。
木材はベニヤ板と垂木に分けて、槌音広場

にある木材捨て場に捨ててください。垂木は同
じ長さのものごとにまとめ、ビニールひも等で
縛ってください。
釘は必ず回収して釘回収ボックスに入れてく

ださい。釘回収ボックスは当委員会の委員会室
「キャンパスプラザA棟103号室」と槌音広場に
設置しています。

2. 立看板

【チェックリスト】
□　立看板は十分な強度

がある。

□　立看板には十分な量

の重石を載せた。

□　立看板の裏面に団体

名・団体 ID・責任者の電

話番号を書いた。

□　点字ブロック ( 石の

点字ブロックを含む ) に

かかっていない。

□　通路をふさいでいな

い。

□　禁止区域に立看板を

置いていない。

【注意】
・現在「工事中」となっ

ている所の立看板は、4

月以降、工事の関係で撤

去される可能性がありま

す。

・危険だと判断された立

看板は予告なく倒したり

撤去したりすることがあ

ります。

・立看板にお知らせを貼

る場合があります。立看

板はこまめにチェックし

てください。

サークル

矢内原

第２体育館

900番教室

東京大学
駒場図書館

７号館

数理

号館

３号館

１２号館

駒場国際教育研究棟

号

館

Ａ棟

８号館

センター

バレーコート

号

１０２

情報教育棟

１０号館

１１ １０１号館

保健

１３号館

１号館

号

・

駒場博物館

　

アドミニスト
レーション棟
（学際交流棟）

18号館

ッ
カ
ー
室

コミュニケーションプラザ

駒場ファカルティハウス

21 KOMCEE

工事中

立看板設置可能区域
設置禁止場所

通路があるため設置禁止

電話ボックスがあるため設置禁止

看板があるため設置禁止

点字ブロックがあるため設置禁止

トイレの通路があるため設置禁止

通路があるため設置禁止

21 KOMCEE
East

1 号館ロータリー付近以外の設置可能場所
1号館北の銀杏並木の設置可能場所

1 号館ロータリー付近は
別途 指示に従ってくだ

さい。

通路があるため設置禁止

学部の看板があるため設置禁止
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1.	協力スタッフチェックシート
協力スタッフが割り振られている団体に

は、受付で配布した封筒の中に「協力スタッフ
チェックシート」が入っています。テント列でE
グループに割り当てられている団体にも「協力
スタッフチェックシート」が入っていますが、テ
ント列決定会議にて学部資材責任団体になった
場合は、テント列会議の際に委員へ「協力スタッ
フチェックシート」を返却してください。
協力スタッフ業務当日には必ず「協力スタッ

フチェックシート」が必要になります。万が一紛
失した場合、なるべく早く当委員会に連絡して
ください。

2.	業務に関する注意
»»「協力スタッフチェックシート」を持参してく
ださい。
»»「協力スタッフチェックシート」には、集合場
所と開始時刻が記載されています。集合時刻
は開始時刻の15分前ですので、遅れないよう
にしてください。
»» 動きやすい服装・靴でお越しください。
»» 荷物を持って業務にあたることはできませ
ん。また、荷物を保管するスペースを当委員会
が設けることはありません。荷物の盗難や破
損に関して当委員会は一切責任を負いません
ので、荷物を持参しないことをお勧めします。
»» 業務時間は90分を予定しています。予めお手
洗い等を済ませてから業務にあたってくださ
い。

3.	協力スタッフの変更
やむを得ない事情で割り当てられた日時に協

力スタッフを派遣できない場合は、なるべく早
く当委員会にご連絡ください。また、団体間で協
力スタッフの割り振りを変更しても構いません
が、その場合は変更があったすべての団体が当
委員会にご連絡ください。
また、当日欠席した場合、無条件で後日の業務

に割り振ります。

3. 協力スタッフ
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Q&A リスト

Q1.»»協力スタッフ業務に参加できませんが、振り替えられますか？

A1.»»事情があって協力スタッフを派遣できない場合、予めご連絡いただければ他の日時に振り替えられます。
　　»早めにご連絡ください。

Q2.»»詰めビラのビラ詰め作業には責任者が参加しなければなりませんか？
　また、ビラ詰め作業に参加できない場合でも詰めビラを配布できますか？

A2.»»ビラ詰め作業の参加者が責任者である必要はありません。また、ビラ詰め作業に参加できない場合は、
　　»»詰めビラを配布することはできません。

Q3.»»詰めビラのビラはA4を折ったものでも構いませんか？

A3.»»A4を折ってB5以下のサイズになれば構いません。
　　»ただし、当日折る時間はありませんので、あらかじめ折った状態でお持ちください。

Q4.»»ビラの提出はいつまでですか？

A4.»»ビラの提出には期限はございません。
　　»新歓活動に用いるビラについて使用や配布の前に当委員会に一部お持ちください。
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メモ欄
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今後の予定
第3回サークル代表者会議

3/17（木）13 時
1323 教室

3/22（火）まで

3/26（土）9時 ビラ詰め

新歓レンタル（@生協）
キャンセル料無料締切

3 月 29 日（火）

30 日（水）

31 日（木）

4月 1日（金）
2日（土）
3日（日）
4日（月）
5日（火）
12日（火）

諸手続（理科）
健康診断（午前 : 文科二類男子 /午後 : 文科女子）
諸手続（文科）
健康診断（午前:理科二・三類男子/午後:理科一類男子）
サークルオリエンテーション
健康診断（午前 : 文科一類男子 /午後 : 文科三類男子）
サークルオリエンテーション
1号館北の銀杏並木の立看板設置解禁
健康診断（午前:理科一類男子/午後:理科二・三類男子）
健康診断（午前 : 理科女子 /午後 : 理科一類男子）
Sセメスター授業開始
入学式

随時登録・更新可能
・Web原稿登録　　　・新歓日程登録

新歓スケジュール

第 3回サークル代表者会議
3/17（木）13 時
1323 教室

3/22（火）まで

3/26（土）9時 ビラ詰め

新歓レンタル（@生協）
キャンセル料無料締切


