
 

2022 年度 12 月 25 日(日)実施 

立命館大学学友会クリスマス企画 

【雑貨市】 募集冊子 

 
 

受付日時：11 月 2 日(水)12：00～11 月 20 日(日)23：59 

受付先：メールにて実施 

URL： https://www.ritsumei.club 

QR コード：こちら(↓)から上記のサイトを検索できます。 

 

お問い合わせ先  22xmas@r-circle.net まで 

※メールの件名に【雑貨市】と入力をお願いします。 
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雑貨市概要 

 
・出店区画面積：6m（横幅）×2m（奥行） 

・募集店舗数：10 店舗 

・対象団体： 立命館大学生・院生(学友会所属団体・有志団体問わず) 

立命館大学教員、立命館大学職員、京都市にお住まいの方 

・企画に参加できる最大人数：10 人 

・出店場所：（全体地図参照） 

・当日必要な備品：体温チェックシート(紙媒体)、募集冊子、マスク、カルト 

ン(金銭受け渡しトレー)、ゴミ袋、養生テープ(養生テープ 

以外の使用は不可)、その他団体ごとに出店で必要となるも 

の 

  



 3 

新型コロナウイルス感染症対策について 
来場者が安心して楽しめるよう感染症対策のご協力をお願いします。 

 

【体温チェックシートについて】 

・体温チェックシート(Excel ファイル)は出店決定時に送付いたします。 

各団体の参画者は 12 月 11 日(日)～12 月 25 日(日)の体温・体調を記録し

てください。 

・体温チェックシートは企画当日に提出をしてもらいます。 

 ※企画当日は、各団体でコピーして紙媒体での提出をお願いします。 

・提出日前の 2 週間以内に 37.5℃以上または平熱から 1℃以上の発熱、もし 

くはその他体調に異常があった(鼻水、息切れ、発疹、味覚・嗅覚異常など)

場合、前日までにその旨を実行委員会に申告してください。 

※ワクチン接種の副作用による発熱、その他体調の異常は、体温チェックシ 

ートの記入例に沿って、申告してください。 

 ※企画当日において、37.5℃以上または平熱から 1℃以上の発熱、 

もしくはその他体調に異常(鼻水、息切れ、発疹、味覚・嗅覚異常など)者 
があった者が、参画者の中から 1 人でもいたことが判明した場合、当該団 

体は出店停止とします。 

 

【企画当日について】 

・体温チェックシートの提出をしない場合、出店停止とします。 

・参画者はマスクの着用、定期的な手指・備品消毒を徹底してください。 

 ※諸事情によって、マスクの着用が困難な場合、フェイスシールドを着用し 

てください。 

・参画者はネームプレートを着用して企画を実施してください。 

・金銭のやり取りは全てカルトン(金銭受け渡しトレー)の上でしてください。 
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企画当日までの流れ 

 

1. 出店受付(p.5) 
 ○実施期間：11 月 2 日(水)12:00 ～11 月 20 日(日)23:59 

 ○提出形態：メール 

 

2.書類提出(p.6) 

 書類の提出・今後の流れについての説明をメールで送付いたします。 

 〇実施期間：11 月 24日(木)12:00 ～ 12 月 8日(木)23:59 

 〇提出書類：誓約書、参画者リスト、車輛入構申請書、新型コロナウイルス

感染症対策に関する誓約書 

 

3. 企画 2 週間前(12 月 12 日)のアナウンス 

メールにて、当日について説明をしている動画を配布いたします。 

必ず視聴するようお願いします。 

 

4. 企画当日(p.9) 

〇準 備：10:00～11:00 

 〇企画時間：11:00～16:00 

〇片 付 け：16:00～17:00 

 

 

 

※日程・時間は、お間違いのないようご注意ください。 
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出店受付 
 

〇日時：11 月 2 日(水)12：00～11 月 20 日(日)23：59 

○形態：メール 

※件名に【雑貨市 出店受付】と入力をお願いします。                             

〈必要事項について〉 

受付フォームには以下の内容を記入していただきます。 

1. 団体名 

2. 団体活動実績 

3. 出店責任者の名前、電話番号、メールアドレス 

※メールアドレスは、メーリングリストで使用するため、一番よく使用する携

帯のメールアドレスを記入してください。 

4. 出店内容 

 

※全ての項目を記入してください。 

※メールの件名に【雑貨市 受付フォーム】と入力をお願いします。 

 

 

〈注意事項〉 

・提出書類は全て不備なく揃っていなければ受理することができません。 

・受付期間終了後の出店申し込みは認めません。 
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書類提出 
必要事項を記入の上、書類をメールにて提出してください。 

メールの件名には【雑貨市 提出書類】と入力をお願いします。 

 

実 施 日 ：11 月 24日(木)12:00 ～ 12 月 8日(木)23:59 

対 象 者 ：出店責任者 

提 出 物：誓約書、出店者リスト(名前・メールアドレス・電話番号)、車輛入

構申請書、新型コロナウイルス感染症対策誓約書 

【注意事項】 

・提出書類は全て不備なく揃っていなければ、受理することができません。 

・万が一受付の際に出店を許可できない品目であった場合は、変更、修正して

いただくことがあります。 

・受付完了後に無断で店舗名や販売品目を変更することはできません。 

 

 

 

 

 

出店許可証について 

出店許可証がないと、出店することができません。 

 

・当日にネームプレートとともに配布させていただきます。 

・備品貸出後すぐに、机上の右端に貼り付けてください。 

 
 
 
 
 
  

 

出店 
許可証 
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販売禁止項目 

以下の項目で販売することができません。 

 

・盗品や法律で禁止されている物品 

・特定の宗教・思想・政治活動促進に関連するもの  

・酒類 

・動物 

・個人情報等 

・医薬品  

・金券類 

・危険物 

・公序良俗に反するもの 

・賭博行為、ギャンブル色の強いもの 

・著作権を侵害するもの 

・衛生商品 

・刃物 

・タバコ 

・転売にあたる既製品 
・その他危険と判断したサービス、物品 
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メーリングリスト 

 

〈メーリングリストとは〉 

 出店団体に企画当日まで、必要事項についてメールで連絡をします。 

 

〈配信内容〉 

 ・提出書類について 

 ・当日について 

・企画の中止の連絡 

・緊急連絡 

 

〈注意点〉 

 ・一番よく利用している携帯電話またはスマートフォンのメールアドレス 

で登録してください。 
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当日の運営について 

 

○当日の流れ 

・準 備：10:00～11:00 

・企画時間：11:00～16:00 

・片 付 け：16:00～17:00 

 

●当日は、体温チェックシート（紙媒体）、出店許可証、募集冊子（本冊子）、

ゴミ袋、マスク、カルトン（金銭受け渡しトレー）、養生テープ（養生テー

プ以外の使用は不可）、その他団体ごとに出店で必要になるものを持参して

ください。 

※赤文字の備品が揃っていない場合は出店を認めることができませんのでご注

意ください。その他の備品を忘れた場合は各団体で営業時間までに準備をお

願い致します。 

 

●出店許可証は営業時間中、机上の右端に貼り付けておいてください。 

 

●撤収時の清掃は各団体で責任を持ってきちんと行ってください。構内や近

隣の商業施設等に捨てることなく、必ず持ち帰ってください。 

 

●小雨時の中止の判断は各団体で任意とします。 

 ただし、実行委員会が実行不可能と判断した場合やクリスマス企画が中止と 

なった場合は雑貨市企画も中止とします。雑貨市中止・中断の連絡はメーリ 

ングリスト、実行委員の見回りによってお知らせします。 

 

 

●その他何かあれば以下までお願いします。 

メール：22xmas@r-circle.net 
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備品貸出・返却 

備品の貸出について 

企画当日は以下の備品を貸し出します。 

 

○貸出場所：東側広場ステージ横テント 

○貸出時間：10:00～11:00 

○必要な物：参画者全員分の 2 週間分の体温チェックシート 

 

 

＜貸出の注意点＞ 

・11:30 以降は、備品の貸出は出来ません。 

 

＜配布備品＞  

・参画者アンケート用紙 

・消毒液 

・除菌シート 

・出店許可証 

・参画者ネームプレート 

 

 

備品の返却について 

 

○返却場所：東側広場ステージ横テント 

○返却時間：16:00～17:00 

○必要な物：出店許可証、消毒液 

 

 

＜返却の注意点＞ 

・返却備品が汚れている場合は、各自きれいにして持って来て下さい。汚れている備 

品は受け取りません。 
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ゴミの分別 

 
ゴミの分別について 

本イベントには、出店者だけでなく多くの来場者が構内に訪れます。それに伴

い当日は多種多量なゴミが出ることが予想されます。構内美化のためにも、お

持ち帰りをお願いしております。 

 

注意事項 

・ゴミ袋は各店舗で用意してください。 

・ゴミは、必ず各自でお持ち帰りください。 

・イベント当日にゴミに関する質問がある場合は、実行委員までお願いします。 
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緊急時対応 

地震が発生した場合 

・机等があれば、下に入って身を守るなどして安全を確保してください。 

・イベントの中止、中断が決定された場合は、雑貨市も中止、中断となります。

メーリングリストに注意してください。 

 

体調が悪くなった、けがをした場合 

・手当が必要な大怪我などを負った場合は、直ちに実行委員まで連絡をしてく 

ださい。 

・立っていられないほどの体調が優れなくなった場合は、直ちに実行委員まで連

絡をしてください。 

 

雑貨市の中断・中止時について 

・実行委員会や雑貨市責任者が雑貨市を実施し続けるのが危険だと判断した場

合、雑貨市の中断、中止を指示します。 

・指示はメーリングリスト、実行委員の見回りで行います。 

・中断の場合は、販売等をやめ、出店区画内で待機してください。 

・中止の場合は、備品を片づけて、出店区画内からの退去をお願いします。 
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全体地図 
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クリスマス企画【雑貨市】に関する質問は 

こちらまで↓ 

 

 

 

 

 
 

 

お問い合わせ先 

MAIL: 22xmas@r-circle.net 
発行元：クリスマス企画実行委員会 


