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2022 年度 12 月 25 日(日) 

立命館大学学友会クリスマス企画 

【ステージ企画】 募集冊子 

〈受付期間〉11 月 7 日(月)12:00～11 月 20 日(日)23:59  

お問い合わせ先  22xmas@r-circle.net まで 

※メールの件名に【ステージ企画】と入力をお願いします。 

 

mailto:22xmas@r-circle.net
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ステージ企画概要 
 

場所：東側広場 

日時：12 月 25 日(日) 12：00～16：55  

 

実施場所：東側広場ステージ 

 
 

【募集について】 

・吹奏楽、アカペラ、小さいスペースでできるパフォーマンス団体の募集  

・1 団体あたり、発表時間は 20 分(転換時間は含みません) 

・募集枠 6 団体 

 

【応募資格】  

立命館大学学部生・院生、教員、職員、京都府在住の方のいずれかに属される方 

 

【転換時間について】  
発表ごとの転換時間は 10 分です。 

転換時間を利用して、出演者へ MC によるインタビューを行います。 

インタビュー内容はヒアリング時に確認します。 
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【雨天時の対応について】  

雨天や悪天候などによりイベント自体が中止となった場合は、本企画は中止

とします。中止となった場合、出演団体には団体責任者の連絡先にメールで連

絡し、中止の旨を報告します。あらかじめご了承ください。  
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出演までの流れ 

1 受付 ※詳細は P7.～をご覧ください。  

受付期間：11 月 7 日(月)12：00 〜 11 月 20 日(日) 23：59 

受付方法：書類提出物に内容を記入し、メールでの提出を行う。 

  

◎提出物 

  ・団体責任者の名前・電話番号・メールアドレス 

 ・エントリーシート 

 ・ヒアリング希望日程表 

 ・誓約書 

 

2 ヒアリング ※詳細は P.7 をご覧ください。  

 期間：12 月 5 日(月)～12 月 9 日(金) 10：00～17：00 

 発表の内容や方法について打ち合わせを行います。 

※Zoom にて行います(リンク等はヒアリング前日までにメールにて団体責任者 

にご連絡させていただきます。)  

 

3 リハーサル  

日 時：12 月 24 日(土)  

※時間に関しましてはヒアリングの際に決定させていただきます。 

集合場所：衣笠キャンパス東側広場ステージ 

 

4 本番  

日 時：12 月 25 日(日)  12：00～16：55 

場 所：衣笠キャンパス東側広場ステージ 

提出物：2 週間分の体温チェックシート(紙媒体) 

（当日、受付をした際にご提出をお願い致します。） 
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音出しについて 

  

近隣住民との関係上、ステージ発表の際の音出しについては、 

音量の調整は必要となります。そのため、内容によっては変更の御願

いをさせて頂くかもしれません。ご了承ください。 

 

禁止事項  
 

① 他人を誹謗・中傷、侮辱する行為及び発言  

② 発表内容が公序良俗に反するもの  

③ 政治的内容が含まれた発表を行うこと  

④ ステージ上の機材・備品等の破損や破壊  

⑤ 新型コロナウイルス感染症防止対策を守らない行為 

⑥ その他、実行委員会が適切でないと判断した行為や発言  

※これらの事項に違反した場合は、機材・備品の弁償、ステージ企画への 

出演を取り消すなどの厳しい処置をとらせていただきます。あらかじめ 

ご了承ください。 
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新型コロナウイルス感染防止対策について 
 

1.  発表に関して 

発表時のマスクの着用に関しましては問いません。。ただし、距離をとる・声を出さ

ない等の適切な感染症対策を講じていただく場合がございます。 
（※マスクの着用有無については、社会情勢やパフォーマンス内容などを考慮し柔軟に決定します。） 

 

2. 体温チェックシートについて 

ステージ企画に参加する全員の企画当日から逆算して 14 日前までの 

「体温チェックシート」の提出を義務付けることとします。 

この提出がない場合、パフォーマンスには出演できませんのでご注意ください。 

体温が 37.5℃以上又は平熱より 1℃以上ある場合、体調に異常がある 

(咳、喉の痛み、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚異常等)場合は、 

出演を中止してください。 

 

3. 手指の消毒、検温など 

リハーサル、本番前後において手指の消毒、検温を各自しっかり行ってください。 

 

4. 練習について 

パフォーマンスの準備・練習等を対面で行う場合は、感染拡大防止に十分注意 

してください。また、練習の際に手指の消毒、換気、マスクの着用の徹底を行い

練習後の打ち上げの自粛を必ず守ってください。 

 

5. 必要書類の提出方法について 

各団体に「体温チェックシート」の提出を義務付けることとします。 

これらを提出いただけない場合は、出演を取り消します。 

「体温チェックシート」は本番日に紙媒体にて提出いただきます。 
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受付について  
 

期 間：11 月 7 日(月) 12:00 〜 11 月 20 日(日) 23:59 

受付場所：メールにて提出 

募集団体数：合計 6 団体 

 

【受付の流れ】 

1. 募集冊子の内容を必ず読んで下さい。 

 

2. 提出書類をすべて記入した上で、メールにて提出をお願いします。 

(メールの件名に【ステージ企画】と入力をお願いします。) 

 

3. 提出後、実行委員会が書類を確認したのちヒアリングの日程と必要書類

についてメールを送ります。必ずご確認のほどよろしくお願いします。 

 

 

【提出書類】 

☐団体責任者の名前・電話番号・メールアドレス 

☐エントリーシート 

☐ヒアリング希望日程表 

☐誓約書 

 

メールアドレス：22xmas@r-circle.net 

 

 

【注意事項】 

・提出された書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。  
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ヒアリングについて  
クリスマス企画のステージ担当者と出演に向けた話し合いを 1 回行います。 

日時は、受付時に提出していただく「ヒアリング日程希望表」に基づき調整し、 

ヒアリング前日までにメールで Zoom リンクを送らせていただきます。 

 

【実施日時・場所】 

日時：12 月 5 日(月)～12 月 9 日(金)  

場所：Zoom 

実施時間：10:00～17:00 

 

【ヒアリング時の必要書類】 

☐出演者リスト  

☐電力使用願(必要な場合)  

☐車輌入構申請書(必要な場合)  

 

※内容を記入したものを Word 形式でヒアリング日の前日までに提出して 

ください。 

 

【ヒアリング時に確認すること】。  

◎パフォーマンス内容  

◎転換時間に行うインタビュー内容  

◎リハーサルについて 

◎新型コロナウイルス感染症対策について 

 

【注意事項】 

・時間厳守でお願い致します。 

・万が一遅れる場合は、お問い合わせ先に連絡するようにしてください。 

・ヒアリングには原則、団体責任者は必ず参加してください。(人数は問いません) 

（万が一参加できない場合は、代理の方が参加してください）  

・ヒアリングを無断欠席された場合、出演取り消しを含む何らかの措置を取る 

可能性があります。あらかじめご了承ください。 
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提出物一覧 

【受付時】 

☐団体責任者の名前・電話番号・メールアドレス 

☐エントリーシート  

☐ヒアリング希望日程表 

☐誓約書  

 

【ヒアリング時】 

☐出演者リスト 

☐電力使用願(必要な場合)  

☐車輌入構申請書(必要な場合)  
 

 

【本番日】 

・紙媒体にして提出 

☐出演者全員分の 2 週間分の体温チェックシート 

 
 

本冊子をよく読み、提出不足の無いよう、よろしく 

お願いいたします。 
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●お問い合わせ先● 

 

メールアドレス：22xmas@r-circle.net 

 

 

      発行元：立命館大学学友会クリスマス企画実行委員会  
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