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会場設営マニュアル 

◇スケジュール 

時刻 内  容 スタッフ（予定人数） 

09:30 

 

 

 

 

 

１．会場テーブル配置 

２．会場イス搬出→清掃→配置 

３．テント設営 

４．テーブルクロス張り 

５．ポスター看板の設置 

６．横断幕、案内板等の設置 

※設営作業は全員体制で行います。 

Ａ：１５人 

Ｂ：１５人 

Ｃ：１５人 

Ｄ：３５人（女性） 

軽トラック：５台 

12:00 食事＆休憩  

13:00 午後作業（予備）  

16:30 会場 終チェック 会場係 責任者 田中 克幸 

20:40 後片付け開始  22:00 片付け終了 

 

◇作業手順 

 １．会場テーブル配置  

  ①テーブルを軽トラに積み、搬送する。 

   ・レンタルテーブル（４５０）→会場内ステージ前付近、中央付近、後列付近 

    ・鞍陵会館テーブル（１８） →受付ブース 

    ・鞍陵会館テーブル（１４） →本部（４）音響（４）控えテント（６） 

  ②会場ポイントにテーブルを配置。 

   ・余ったテーブルは追加用として本部テント横に置く。 

   

 ２．イス配置 

  ①グラウンド横倉庫からイスを搬出→清掃する。 

   ・使用に耐えない損傷したイスは、分別しておく。 

  ②搬出したイスを軽トラに積み、会場内ステージ前付近、中央付近、後列付近に搬送する。 

  ③各テーブルにイスを配置する。 

   ・各テーブル（４脚分）にイスが１２脚。 

  ④テーブルにイスが配置されたら、清掃（全体）を行う。 

  ⑤鞍陵会館イス（３６）を軽トラに積み、受付ブースに搬送する。 

レンタルイスを軽トラに積み、各所のテントに搬送する。 

   ・本部（８）音響（４）ステージ（２０）控えテント（１８） 

 

 ３．テント設営 

  ①体育館下倉庫からテントを搬出し所定の場所に設置する。 

   ・受付（６）本部・救護（１）音響（１）控えテント（２）会場内飲食等テント（６） 

  ③ステージ機材の準備 

   ・鞍陵会館会議室から演壇を軽トラに積んでステージへ搬送し、設置する。 
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 ４．ポスター看板の設置 

  ①鞍陵会館２階に置いてあるポスター看板（４１枚）を搬出する。 

  ②ウェルカムロード両側に、来場者から見えるように設置する。 

 

 ５．テーブルクロス張り 

  ①テーブルクロスを会場テーブル１テーブル（４脚）に１枚に張る。 

  ②テーブルクロス留め（テープで固定する。） 

 

 ６．横断幕、案内板の設置 

  ①テーマ横断幕を（渡り廊下の上部）に張る。 

  ②案内板、コーン等の設置 

   ・通行禁止区域にはロープを張り、標識を掲示する。トイレの案内標識を設置する。 

   ・臨時駐車場の看板、喫煙所の看板設置。 

 

 ７．片付け（ゴミ回収） 

  ①弁当・鉢盛りプレートは、残り物・箸を含め、弁当の業者が持ち帰るため、他のゴミと一 

   緒にしない（飯塚市のゴミ袋へ入れる）。 

  ②残った飲み物はグラウンドに捨てず、必ずバケツに捨てる。 

  ③ゴミ（紙皿、紙コップ等）を回収し、テーブルクロスも廃棄→コンテナへ 

  ④飲み物ゴミ（カン・ペットボトル）は業者が持ち帰るため、直方市のゴミ袋へ入れる。 

 

 ８．片付け（年次プレート回収） 

  ①各テーブルから年次プレートを回収する。 

 

 ９．片付け（イス） 

  ①イスは折りたたみ、グラウンド横倉庫に搬入する（雑巾で汚れを拭き取ること）。 

  ②軽トラに積み込み、順次搬送する。 

 

 10．片付け（会議テーブル） 

  ①鞍陵会館テーブル（受付１８+ステージ付近１４）を軽トラに積み、所定の場所に返却する。 

  ②レンタルテーブルは脚をたたみ、ステージ前に５段に重ねておく。 

  

11．片付け（テント） 

  ①テントを解体し、所定の位置に収納する。 

 

 12．ステージ撤収（４日） 

  ①業者により、解体＆撤去を行う。 

 

 13． 終の後片付け（４日） 

  ①グラウンド内に忘れ物、危険物等の落下物がないか確認する。 

  ②鞍陵会館内の後片付けを行う。 
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ステージイベントマニュアル 

・総会準備 

・司会者挨拶 
 

◇スケジュール 

18:00 
総 
 
会 

開会 ・イス（18）脚（テーブルなし） 

18:02 会長挨拶、 ・演台、マイク（2）本 

18:06 議事  

18:20 閉会  

・総会終了、ステージ入れ替え（演台なし、イス４脚、センターにスタンドマイク） 

・司会者準備（テーブル２台 ステージ脇に準備） 

18:25  
鞍 
 
陵 
 
祭 

開会宣言 副実行委員            ｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸ

18:27 実行委員長挨拶 実行委員長 

18:30 来賓紹介 司会者より紹介 

 

来賓あいさつ  

①直方市長 （向野敏昭）高10 

②宮若市長 （有吉哲信）高16 

③鞍手町長 （德島眞次）高30 

③県議会議員 （塩川秀敏）高19 

 乾杯発声者（ 年長回：受付確認）席で待機 

18:40 風船セレモニー  乾杯準備 飲み物配膳、乾杯発声者エスコート 

18:50 乾杯 ・音頭（当日 年長者） 弁当配膳 

 ～演奏：永遠会（曲名:序曲１８１２） 乾杯発声者を元の席に誘導 

 歓談 ～ ＢＧＭ ～ 

19:40 

音楽と光の共演 
（曲名:踊り明かそう） 
歌：宮本(小林)幸枝（鞍高37回卒）
演奏：永遠会 
ダンス共演：九州工業大学ダン
スサークル「FreeStyle」 

パフォーマンス開始の合図（チャイム）

19:50 抽選会 委員長ほか抽選会担当準備    ｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸ

 
 抽選箱・景品 机×2 

 38回委員長、38回生ステージ横待機 

20:10 鞍陵祭の鍵 引き継ぎ 37、38回代表ステージ上（マイクなし） 

20:12 次回当番アピール 38回生ステージ上 

  
手の空いているスタッフ、38回生は校歌斉唱 
の隊形に準備（ステージ上、ステージ前） 

20:20 校歌斉唱（伴奏：永遠会） 万歳三唱者（福岡鞍陵会会長）を誘導 

20:27 万歳三唱 終了後、お見送り部隊は移動開始 

20:30 
 

閉会宣言 
（お見送り演奏：永遠会） 

副実行委員長   お見送り （主に38回） 

 20:40 後片付け開始、21:40 片付け終了 

※会場内ジャグリングパフォーマンス：九州工業大学ジャグリングクラブ「ピルエット」 
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飲食担当マニュアル 

◇スケジュール 

時間 行動（準備事項） 

16:00 

 

 

 

 

 

 

夕食・更衣（鞍陵会館前集合） 

◆キリンビール保冷車到着 

・飲食本部準備（鞍陵会館から備品の搬入） 

・ビールステーション設置 

・ウェルカムドリンク準備 

・テーブルセッティング（年次プレート・乾き物・ランチョンマット） 

・菓子類・ぶどう等搬入 

17:00 ◆移動販売車料理の配膳準備→スタンバイテント各エリアの配膳食数に分ける 

17:30 
◆このみ保冷車到着 

・弁当・オードブルの荷出し準備 

18:00 

 

 

総会スタート 

・オードブルの配膳準備（スタンバイテーブルに鉢盛を運ぶ） 

・弁当配膳準備（スタンバイテーブルに弁当を運ぶ） 

18:20 総会終了 

18:25 

 

鞍陵祭スタート 

・オードブル・弁当の配膳 

18:40頃 

3人目の 
来賓挨拶 
完了まで 

・ビール準備（保冷車からビールを各スタンバイテーブルに運ぶ。） 

・移動販売車料理の配膳 

4人目の 
来賓挨拶 
開始後 

缶ビール配膳、お茶配膳 

ビールステーション（生ビール乾杯までに200杯） 

ドリンクステーション（焼酎の水割り乾杯までに200杯） 

乾杯後 

 

 

ドリンクコーナー開始 

・遅れてきた参加者へ弁当配膳 

・空き缶、弁当ゴミ回収 

18:50 

 

 

各パートに分かれて接待開始 

・飲み物配膳（生ビール・日本酒、焼酎、酎ハイ、ソフトドリンク等） 

・スィーツ・冷菓子・ぶどう配膳 

20:00 

 

（鞍陵会館和室） 

役員接待 →ビール（1ケース）、鉢盛×2、乾き物、焼酎、水、氷等 

20:30 閉 会    後片付け（各パート毎に行動） 

 

 飲食スタッフの注意事項  

  ◆私たちは「おもてなしする側」です。第一印象となる挨拶は笑顔で行い明るく元気な対応を
しましょう。お客様への敬意を忘れなければ、各自の言葉の使い方はお任せします。 

  ◆ご来場の方との関係性によっては、飲食を進められる場合もあるかと思いますが、上手にお
断りしてください。 

  ◆グラウンドは在校生が運動するために使うものです。使う前よりもきれいな状態にしてお 
   くよう心がけましょう。 
  ◆配膳しながらのゴミの始末もでてきますが、できるだけ目立たないようにしてください。 
  ◆暑い中作業を行います。帽子をかぶる等熱中症対策をして、時々水水分補給してください。

また、体調が悪い時は責任者に報告し、遠慮なくセミナーハウス等で休んでください。
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①校内には、来賓等及び許可車両以外に絶対駐車させないこと
②駐車場係に加え、不正入場者の防止に努める

時刻 ＪＲ直方駅担当 バス１号車 バス２号車 正門担当 交差点担当 一般駐車場担当
16:50 のぼりを立てる
17:00 バスへ案内 直方駅発 正門にて交通整理 送迎バスの交通整理 場内の誘導、整理
17:15 　↓
17:10 バスへ案内 高校着・高校発 直方駅発 ・業務用車両誘導 ・一般車両は校外の
17:15 　↓ 　↓ ・来賓、役員はVIP 　駐車場へ誘導 ※満車になった場合は
17:20 直方駅着 高校着・高校発 　駐車場に案内 ・業務用、来賓、役員等 　西徳寺第４駐車場へ誘導
17:25 直方駅発 　↓ ・一般車両は校外の 　車両は誘導
17:30 　↓ 直方駅着 　駐車場へ誘導
17:35 高校着・高校発 直方駅発
17:40 　↓ 　↓
17:45 直方駅着 高校着・高校発
17:50 直方駅発 　↓
17:55 　↓ 直方駅着
18:00 高校着・高校発 直方駅発
18:05 　↓ 　↓
18:10 直方駅着 高校着
18:15 直方駅発
18:20 　↓
18:25 高校へ戻る 高校着

19:30 終了 終了 　1名は正門へ移動

20:45 高校発
20:50 　↓ 高校発
20:55 直方駅着・直方駅発 　↓
21:00 　↓ 直方駅着・直方駅発
21:05 高校着 　↓
21:10 高校発 高校着
21:15 　↓ 高校発
21:20 直方駅着 　↓
21:25 直方駅着

バスへ案内

（出演者・飲食関係者は、駐車券を事前に郵送）

駐車場・バス係マニュアル
バ　ス　係 駐　車　場　係

①直方駅前でのぼりを持ち、ゲストをバスまで誘導
②鞍高場内のバス駐車場エリアでゲスト下車案内

バスへ案内

バスへ案内

 


