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千祭一遇
2017年　11/03（金）.11/04（土）

９:00-19:00

無料シャトルバス時刻表
津駅、大学間を往復する無料のシャトルバスです。

どなたでもご利用ください。

津駅 ( 西口 )　発→大学着　　　　大学発→津駅（西口）着

１０：００　　　　　　　　　　　　　　１０：３０

１１：００　　　　　　　　　　　　　　１１：３０

１２：００　　　　　　　　　　　　　　１２：３０

１３：００　　　　　　　　　　　　　　１３：３０

１４：００　　　　　　　　　　　　　　１４：３０

１５：００　　　　　　　　　　　　　　１５：３０

１６：００　　　　　　　　　　　　　　１６：３０

１７：００　　　　　　　　　　　　　　１７：３０

   「コミュニケーションの場である第６９回三重大学祭」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   三重大学長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    駒　田　美　弘

  今年の大学祭のテーマは「千祭一遇」です。一年に一回開催される三重大学祭を、

参加される人たちにとって、二度と訪れることはないかもしれないほどの恵まれた

出会い「千載一遇」の機会・場にしたいという熱い願いが込められています。ICT

（Information and Communication Technology）技術の発達した現代社会において

は、同じ地域で生活をしていても、実際に顔と顔を見つめながら会話をする機会

は、以前と比較すると少なくなっているのではないかと感じます。さらに、それ

ぞれ異なった思考・行動パターンを持ち、志、興味、仕事分野等も異なる人たち

が、ゆっくりと会話を交わせるような「千載一遇」の機会・場は極めて少なくな

っているでしょうし、ともすると「千載一遇」の機会を気づかずに見過ごしてし

まっているかもしれません。

　社会・企業が大学生に期待する能力の一つにコミュニケーション能力がよく

挙げられます。相手の意見を十分に理解・尊重するとともに、自分の意見・考え

をしっかりと主張できるコミュニケーション能力は大学生が身につけるべき必須

の能力であると思います。大学祭を、まさに「千載一遇」の人々の出会いの機会

・場と捉えていただき、様々な課題について考え、語り合っていただければと思

います。

　三重大学は「地（知）の拠点」としての役目を担っています。本年も多くの

皆さんにコミュニケーションの場である三重大学祭にご参加いただき、楽しい

時間を過ごしていただくことを期待しております。

三重大学祭 HP

                　千祭一遇

千年に一度と呼べるような、もう二度とないような

　　　　　　　最高な大学祭を
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03(Fri)
メインステージ 体育館ステージ

MMF ステージ

10:00 ～ 10:20　三重大学応援団

10:40 ～ 11:10　ぶるさぁ

11:20 ～ 11:30　三重大学吹奏楽団

11:45 ～ 12:45　模擬店コマーシャル

12:45 ～ 12:50　天狗ぅ

13:00 ～ 13:20　フラメンコサークル Ole!

14:00 ～ 15:00　pioneer

15:00 ～ 15:40　極津

16:00 ～ 17:00　NEXT

17:00 ～ 18:30　M‐１コンテスト

10:00 ～ 10:45　ジャグリアーノ！

10:45 ～ 11:20　エレクトーンサークル 23

　　　　　　　　　　　　　～ two・three ～

11:30 ～ 11:50　フラメンコサークル Ole!

11:50 ～ 12:50　NEXT

12:50 ～ 14:00　女装コンテスト

14:00 ～ 15:00　三重大学ダンス部

15:00 ～ 15:05　天狗ぅ

15:05 ～ 15:50　ジャグリアーノ！

16:15 ～ 17:00　極津

10:15 ～ 10:45　CHINGIS-HAAN
KANA-BOONのコピーバンド CHINGIS-HAANです。昔の曲から最近の

曲まで盛り上がる曲をじゃんじゃんやりまっせ。

10:55 ～ 11:25　Ken  Mizutani
パンクは初心者だけがコピーするジャンルじゃない。学生生活でやり

残した物を片付けるため集まったバンド。

11:35 ～ 12:05　Rico Touches the Walls
Nico Touches the  Walls のコピーバンドです。知らない方も多いと思

いますが、「ハガレン」や「NARUTO」の OPを歌っているバンドです。

ぜひ見に来てください。

12:15 ～ 12:45　Agrophius
三重大学で生まれたおもしろオタクスリーピースバンド！学内で撮

影した PV「OKD」は大人気！ YouTube 配信中です。

12:55 ～ 13:25　ツナ缶
アジカンのコピーバンド、ツナ缶です。メンバー全員が全学軽音部

で様々なライブに出演してきました。今回は「リライト」を始めと

した誰もが聞いたことある曲を演奏します。

13:35 ～ 14:05　SCRAMBLUE
今年の 7月にリーダー兼ベースのNobb ボーカルの尭を筆頭に結成！

今後オリジナルを制作し、ライブハウスでの活動も精力的に行ってい

くので応援よろしくお願いします。

14:15 ～ 14:45　Daytime Naps 

三重大と三重短で結成した 04LimitedSazabys 等のコピーバンドです。

後夜祭にふさわしい曲を用意したんでぜひ投票してくださいまし！

14:55 ～ 15:25　ゴリ乱 HeyGorilla!!
THE ORAL CIGARETTES のコピーをします。ゴリラ。ゴリラ。ゴリラ。

ゴリラ。ゴリラ。ゴリラ。ゴリラ。ゴリラ。



04(Sat)
メインステージ 体育館ステージ

MMF ステージ

10:00 ～ 10:45　ジャグリアーノ！

10:45 ～ 11:00　合気道部

11:00 ～ 12:00　極津

12:00 ～ 12:55　三重大学ダンス部

12:55 ～ 13:00　天狗ぅ

15:30 ～ 16:30　アーティストライブ

17:30 ～　後夜祭

10:00 ～ 10:45　極津

10:50 ～ 11:35　ジャグリアーノ！

11:35 ～ 11:40　天狗ぅ

11:40 ～ 13:10　カラオケ企画

13:10 ～ 14:00　ゆるキャラステージ

10:15 ～ 10:45　ポ
学生経営バー「バズーカ」の元店長がドラムを叩きます。福岡拠点の超常

ハイカラギターロックバンド「ポルカドットスティングレイ」のコピーバ

ンドです。

10:55 ～ 11:25　眞方基博
クレイジーサイコパス集団による秦基博のコピーバンド。アコギとピアノ

の後ろで悲しく鳴り響くひずんだギターがあなたを優しく包み込みます。

11:35 ～ 12:05　モトヤマ 55
地下鉄東山線本山駅で結成したモトヤマ 55 です。マキシマムザホルモン

のコピーをします。激しい曲をひたすらやります。モトヤマ 55 には行っ

たことがないので行きたいです。

12:15 ～ 12:45　パン寸
最初で最後の大学祭バンド演奏です‼よろしければ見に来てください‼

誰でも知ってる曲やります‼

12:55 ～ 13:25　DuckApple
愛知、三重を中心に活動しているバンドです。今回はMy Hair is Bad の

コピーをやらせてもらいます。

13:35 ～ 14:05　E,M.Revolution
音楽サークル Bbが誇るお祭り系ロックバンド E,M.Revolution です！皆

さんヤンキーは怖いですか？？怖いですよね？？なら、ドンキ行く前に

僕らと踊りましょう。

14:15 ～ 14:45　Aristoteles
Galileo Galilei のコピーバンドをやります。すでに解散してしまったバンド

なのでガリレオ・ガリレイの生演奏はここでしか聴けないかも！？

14:55 ～ 15:25　アケナイヨアケ
三重、愛知で活動中のバンド、アケナイヨアケです。ステージではオリジ

ナル曲を披露させていただきます！ youtube に「MV」、Twitter にアカウン

トがございますので検索してみてください。



　

　　　模擬店コマーシャル

模擬店コマーシャル企画は、 模擬店を出

店する団体さんに、 ゲームで競ってステー

ジを盛り上げながら、 模擬店で売るものを

宣伝、 アピールしてもらうものです。

M-1 コンテスト

　M-1 コンテストとは三重大学の美男美女ナン

バーワンを決めるミスコングランプリです

毎年、 投票参加者、 観覧者数が多く三重大

学祭きっての大イベントとなっています！

美男美女の魅力に盛り上がること間違いなし！

観客参加型のゲームも多数あります！

皆さん是非足を運んで見てください！

女装コンテスト

　女装コンテストとは、 誰が一番可愛く美しい

男のコかを競うコンテストです。 毎年美女た

ちが楽しいゲームでステージを盛り上げてく

れます。

　　　　   市町村ブース

　ぬりえや風船などの楽しい企画を用意して待

ってます！

2日目には第一体育館にシロモチくん ( 津 )、

ゴーちゃん ( 津 )、 ちゃちゃも ( 松阪 )、 ベル

ディ ( 鈴鹿 ) の 4組のゆるキャラとマスコットキャ

ラクターが来てくれます！

みんなで楽しく〇× ゲームで遊ぼう！

マンモ津フリーマーケット

ハンドメイド商品やお家に眠っているものな

どを必要としている人の元に届ける地球に

も優しく三重大学祭も盛り上げてくれるステ

キな企画です！

　　　カラオケ企画

～ステージから見るか、客席から見るか～

今年もレベルの高いカラオケ大会を開催し

ます！

体育館ステージに是非足を運んでくださ

い！

MMF は （MieMusicFestival） は友達や仲間と

組んだバンドで、 舞台に立ってライブをしてもら

おうという企画です。 今年は 16組が出場しま

す。 演奏後お客さんが気に入ったバンドを投票

してもらい、 投票数が一番多かったバンドさんは

後夜祭に出ることもできます。 毎年とても盛り上

がるのでぜひ見に来てください。

MMF ～ Mie Music Festival ～

　プレブースでは、アンケートの実施やミ

ニゲームなどを行っています！クリアする

と景品をもらえます！

また、プレイベント、「MEIPL STORY」の写

真を配布しています！

ぜひ遊びに来てください。

　　　　プレブース

　　　　スポーツ企画

　毎年恒例スポーツ企画‼

スポーツ企画では 3on3、 バレー、 サッカー

大会を行います！

毎年熱い戦いが繰り広げられる注目のイベント

です。

ぜひ見に来てください！

3 日 ( 金）　10:00-17:00

4 日 ( 土）　10:00-16:00

　　　　第 1体育館

　両日開催　10:00-15:00

　　　　スタンプラリー

5 か所のチェックポイントを回ってスタンプを集

めて隠された 5文字を集めよう！

5文字すべて集めたら、 素敵な景品プレゼ

ント！

＊景品には数に限りがあります。

台紙配布場所 ：本部、 各ゲート、

各案内所、 各チェックポイント

両日開催　　終日

　　体育館前

　　両日開催　サッカー

1 日目　10:00‐15:30　陸上競技場

2 日目　10:30‐15:30　陸上競技場

　　3 日（金）開催　３on３

10:00‐15:30　体育館奥（屋トレ）

　　4 日（日）開催

　　バレーボール

3 日　11:45 ～ 12:45

　体育館ステージ

3日　17:00 ～ 18:30

　メインステージ

3日　12:50 ～ 14:00

　体育館ステージ　

両日開催　10:00 ～ 17:00

　　　　体育館前

4日　11:40 ～ 13:10

　体育館ステージ

両日開催　10:15 ～ 15:25

　　MMFステージ

両日開催　10:00 ～ 15:00

　　　　　第 1食堂

　　　　　こども企画　

今年のテーマは 「カレーライスを作ろう」。

君も野菜たちと一緒に釣りや玉入れ、 玉

運び、 ぬり絵などのゲームをしに第 1食堂

に来ないか？お菓子ももらえるよ！

家族や友達とぜひお越しください。

＊2階でイベントも行います。
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詳しくは上にある eco への取り組みをご覧ください。

☆市町村ブースにてアンケート回収を行っております。

アンケートにお答えしていただいた方にはささやかながらプレゼント

を用意しております。

ぜひ、ご協力お願いします！



ミートコロッケ

Oh!! ばん屋（ピアノ同好会）

ラスク

フランクフルト

あげたこ焼き

おでん

唐揚げ

手作りアクセサリー・雑貨

たこ焼き

フランクフルト

焼きそば

わたがし

射的

社教　焼き鳥　68・69

わたあめっぷり（かめっぷり）

あっおでん屋さんだ（幼児教育）

フランクフルト上から攻めるか横から攻めるか（三重大学体育会剣道部）

BLue Sea- 海の家 -2017（BLue Sea）

Links　あつあつお好み焼き（Links）

カラアゲトルネード（技術・ものづくりコース）

鳥彫（美術教育コース）

骨付きフランクフルト（医学部剣道部）

あげまっぷす（生協 PC講習会 iMUPS）

月バド水餃子スープ『餃子は飲み物』（三重大学バドミントンサークル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月バド）

極津の豚キムチ焼きそば（極津）

団子屋（三重創生ファンタジスタクラブ）

射的屋メイク（Meiku）

量子のたこ焼き屋さんっ！！（量子物性工学研究室）

ゲオパレス 21（Hello FM!）

天狗ぅジャンボ唐揚げ（天狗ぅ）

ときめきやきとり（全学卓球部）

農らくの大学いも（農らく）

ぴあさ potato（ピュアサポーター学生委員会）

門前清自摸和　～ツモ～（三重大学全学大学祭実行委員会 4年）

サバゲーサークルのミリタリーコスプレ（サバイバルサークル）

りいちゃんの焼きそば屋（全学バトミントン部）

団子屋（Wild Geese）

NEW WAVE  SOUP（NEW WAVE）

あげたこ（国語教育）

みニャすとろーね（ねこサークル）

あげたこさん（HOOP）

焼き鳥

ばた貝焼き

お好み焼き

唐揚げ・トルネードポテト

フランクフルト

あげパン

水餃子スープ

豚キムチ焼きそば

おだんご

焼き鳥

大学いも

フライドポテト

松坂牛　もつ鍋

コスプレ・写真撮影

団子

コーンスープ

ミネストローネ

あげたこ焼き
Bbのごまだんご（Bb)

ブルーマリン（ブルーマリン）

日経論　とうもろこし＆ジャガバター（日本経済論ゼミ）

牛すじ串　煮込み（ぷれいぼーいず）

クローバーハウス　さとのパン（クローバーハウス　さとのパン）

鯛炭火焼（少林寺拳法部）

世界の大ちゃん（玉井ワークス）

ポテコンドー（テコンドー部）

全学硬式テニス部（全学硬式テニス部）

churro（みんな仲良し学校）

ポトポトフ（めだか 12 号）

チュロスパパ（教育学部特別支援教育）

学生居酒屋　巣海家（学生居酒屋　巣海家）

トラ屋（トライアスロン部）

お食事処　りんりん亭（バトミントンサークル　りんりん）

男の熱々おでんでん（看護自治会）

ラララスク（三重大英教 69 期）

卍轟ポップコーン轟卍（学生フォーミュラチーム）

Run&Gun（Run&Gun）

frankJOY（エネルギー研究会）

Orient けんきゅうかい（東洋医学研究会）

シューマのからあげ（シューマッハ）

学生国際協力団体　Hearts Tree　（Hearts Tree）

Oh!! ばん屋（ピアノ同好会）

合気マシュマロ（合気道部）

保体のフランクフルト食べてみない？（保健体育コース）

コロコロマーダ（アルマーダ）

ごまだんご

たこせん・わたがし

焼きとうもろこし・バター風ジャガイモ

牛すじ　煮込み

パン

たいやき

肉団子・わたがし

フライドポテト

焼きそば

チュロス

チュロス

ポトフ

カモ串

伊勢・きつね・ピリ辛・肉・かけうどん

清涼飲料水

豚汁・フランクフルト

おでん

ラスク

ポップコーン

焼き鳥

フランクフルト

トロピカルジュース

唐揚げ

豚串

大判焼き

揚げマシュマロ

フランクフルト

MMC・リカゲル・TRPG 合同（MMC・リカゲル・TRPG 合同）

大声出そうぜ（チーム JOY）

やきそば（バトミントンサークル　ひらめ）

ぞくよん家のチヂミ（ぞくよん）

ワッフル　オブ　ウォールストリート（金融論ゼミ）

go!go! おしるこ’ s（三重大学ギタークラブ）

バレサの豚汁（バレーボールサークル）

いぶし銀 feat. 復活の FW（全学バレーボール部）

透明標本研究所（透明標本研究所）

昼バスたこ焼き（三重大学バスケットボール同好会）

BiSuKe のハッシュドポテト（BiSuKe）

らあめん頂（サミット）

カツ揚げスチール（ホームスチール）

森永排球（森永排球）

かものフレンズ（創作活動サークル　リカゲル）

TGJ 　津学生情報室（津学生情報室）

かすていら（理科教育）

わかのすけのいせうどん（医学部陸上部）

本格バルーンアートのお店（ジャグリアーノ！）

ESS(ESS)

焼き鳥処　準硬（準硬式野球部）

Cossy to ShakaShaka（メゾン　コシノ）

EMS焼きそば（電機システム）

らんす家（ランドスケープ）

かせいのおいしいかなっぺ屋さん（家政教育コース）

まるしぃのけいちゃんはいかが？（MULCY)

あいすぺのワッフル（i-Space）

各部誌の販売

なんこつ唐揚げ・フライドポテト

焼きそば

チヂミ

ワッフル・ミニドリンク

おしるこ

豚汁

ワッフル・フランクフルト

インテリア商品・メダカすくい

たこ焼き

ハッシュドポテト

ラーメン

ハムカツ・メンチカツ

ギョーザ

鴨つくね汁

情報誌の販売

ベビーカステラ

伊勢うどん

バルーンアート

シャカシャカポテト

ポップコーン

焼き鳥

焼きそば

フリスビー入れ・水中コイン入れ・ダーツ

カナッペ

けいちゃん

ワッフル

ウィンナー

パフェ

WiLL ウィンナー（WiLL）

ミルクプリンパフェプロジェクト（MPP)（生協学生委員会）

1131 教室

（ギターマンドリンクラブ）喫茶まんどりーの

（全学軽音楽部）ライブハウス軽音まくり亭

（三重大学吹奏楽団）
生演奏付き JAZZ 喫茶　Kucck Out

ドリンク

菓子・ドリンク

Mie-universitea(PAF×Foreign students)

手品の部屋（アンビシャスカード）

マジック実演

菓子・ドリンク

117 教室
mil-poa(mil-poa)

手作りアクセサリー

プラネタリウム上映・アクセサリー

DTMサークル　Jack（DTMサークル　Jack）
CD配布・販売

381・382 教室 撫子

第 2演習室
人
文
棟

183 教室 Petit Bonheur
フィナンシェ・コーヒー・紅茶

お菓子・お抹茶

うどん、売りmath。（数学教育 69 期）

部誌の販売
イラストサークル　musse（musse）

菓子・ドリンク

生物資源経済学研究室「生物資源経済学研究室」

裏千家茶道部　お茶会（裏千家茶道部）

ミニトマト・米

和菓子・抹茶

和菓子・コーヒー・紅茶

113 教室

118 教室

1221 教室



「かめっぷり活動報告」

ワッフルサンド

1234568 791011

12

11 月 3 日

12

８

９

10

11

Happy Bakey

富良野メロンパン

クレープ

中津からあげ

みかん（試食）
みかんジュース（試飲）

株式会社アビスタ
ジャンボ牛串
厚切りタン塩串

明和町特産品振興連絡協議会

テキサスキングバーガー

Smiley Cafe

からあげ専門店　げんきや

三重県熊野地域若手職員「幸結び隊」

みえやに

おぼろタオル（株）

丸八食品

津ぎょうざ

おぼろタオル

焼きそば・ロングポテト
肉巻きおにぎり

みたらし団子・めい姫グッズ
ベーグル・ひじきうどん

ミニお好み焼き

チキンナゲット・たこやき
牛串・牛タン焼きそば
鶏神の鶏白湯らーめん

最強のからあげ

第二講義室

みえシネマアーカイブ「映画上映」

125 教室

216 教室

217 教室

三重大学ウミガメ・スナメリ調査保全サークル「かめっぷり」

第一、第二実験室
顕微鏡室

魁「食生活改善活動」

標本制作サークル　Bio record
「【自称】三重大学博物館　生物分室　【公式になりたい】」

ラインブレイク「ラインブレイク水族館」

棟

児玉研究室「リア充が爆発する作品展とか写真展」

181 教室

183 教室

281 教室

計算研究会「明日から自慢できる IT!」

三重大学ギタークラブ「カフェサークル Le Lien とのコラボ」

落語研究会「三重大学落語研究会　学祭公演「学祭寄席　2017」」

1121 教室 人形劇団　つくし「人形劇公演」

1201 教室 環境 ISO学生委員会「手作り体験工房～貝殻アクセサリー＆マイハシ～」

3 号館前 アカペラサークル　Pioneer「Pioneer　アカペラストリート Live」

第 1集会室 AB MMC「MMC部屋」

大集会室 三重大学合唱団「Autumn　Concert」

小ホール アンサンブルサークルぶるさぁ
「題名のつけようのない音楽会 vol.9」

ホワイエ

写真部「三重大学写真部　学祭展」

美術部「美術部作品展」

三重大学ロボコン部　M RC「ロボコン部活動紹介」

ジャグリアーノ！「ジャグリアーノ！のジャグリング体験コーナー」

ねこサークル「ねこサークル活動紹介」

国連研究会「SDGｓって何？」

きゅうめい部「あなたの目の前の命を救うために」

190 番教室
つくしんぼサークル「子どもまつり」

Hello FM!「公開生放送」

人文学部棟駐車場
電気自動車研究会「電気自動車試乗会」

人文学部棟　西側

三重県環境生活部　くらし・交通安全課
飲酒運転０（ゼロ）をめざすリレーイベント

環境情報科学館

English　Lounge「E-lounge（special English Program2017)
三重大学放送局「Tales of the world ～本を読もう！遊ぼう！～」

環境情報科学館前広場

３日
４日

自衛隊　三重地方協力本部　三重県警察本部　津市消防本部「「三重大学学園祭」での防災対策啓発活動について」

三重県中日新聞販売店会　事業委員会「新聞に触れてみよう！新聞記事クイズラリー」

４日

愛知県

四日市市

熊野市

明和町

津市

津市

津市

１階
学生フォーミュラチーム

「学生フォーミュラの活動概要及び展示」

４日

3

ハンバーガー

4日

横瀬食品
ベビーカステラ
フルーツスムージー

PBL 教室 3・4
PBL 教室 5・6

4 日



後夜祭

4 日（土）　17:30 ～
メインステージ

「集まれ！三重大のお祭り男、お祭り女！」
～今夜千年に一度の選ばれし者が決まる～
今宵、三重大学で選ばれる最強のコンビは一体誰だ！！
★ムービー投影①
★MMF 優秀バンド演奏
★カラオケ優秀者発表
★ビンゴ大会
★ムービー投影②
★レーザーショー
※ビンゴカード配布場所 
1 日目、2 日目本部、三翠ホール前案内所、
2 日目 17.00～メインステージ前案内所
ビンゴカードの数に限りがありますので、
早めにお越しください。

はまゆう祭
　今年のゲストは、なんと 2人お呼びいたします！！

事故物件に住みます芸人として話題沸騰中の松原タニシ氏！、そし

て、三重県出身のみやね・ザ・タイガー氏の両名をお呼びしたいと

思っております。

お二方が人生の中で経験された、命に対する考え方をユーモアたっ

ぷりに語っていただきます。

入場料無料となっておりますので、お問合せの上、是非お気軽にお

越しください。

go!go!vanillas          11 月 4 日 ( 土 )
go!go!vanillas は 2014 年にファーストアルバム「Magic Number」

でメジャーデビュー。

様々なフェスにも引っ張りだこ！

耳に残るポップなメロディーと今の若者たちの心をつかむ歌詞は必

聴です！人気曲「エマ」「平成ペイン」を始め、最高に盛り上がれる曲

が目白押し！！

ぜひメインステージに足をお運びください！

〇整理券配布先着 650 枚

[ 場所 ]190 番教室横 駐輪場

[ 時間 ]11:00~ 配布開始

         14:00~ 再整列

         15:00~ 開場

         15:30~ ライブ開始

〇物品販売について

[ 日程 ]11 月 4日 ( 土 )13:00 ～ 18:00

[ 場所 ] メインステージ横


