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第 49 回 ⽩鷗祭 
⽩ 

〜さらに⽻ばたくためのリスタート〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

協賛のご案内 
 

開催⽇時：2022 年 11 ⽉ 5 ⽇(⼟)、6 ⽇(⽇) 
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【⽩鷗祭概要】 
1. ⽩鷗祭について 

⽩鷗祭とは、毎年秋に⽩鷗⼤学にて⾏われる学園祭です。⽩鷗祭では、⽩鷗⽣の⽇頃の

活動を表現できる機会の提供、⽩鷗⽣と地域の⽅々の親睦を深める場の提供を活動理念に

掲げております。各ゼミナールによる活動の展⽰や発表、サークルや部･同好会による模擬

店やステージイベントを中⼼に、地域の⽅を含めた広がりのある場となっております。 
 

2. 協賛の趣旨について 

⽩鷗祭は今年度で 49 回⽬を迎えます。これも偏に、多くの企業様のご理解と多⼤なるご

⽀援によるものと考えております。誠に感謝申し上げます。今年度の⽩鷗祭においては、

今までの伝統をベースに新しいことを取り⼊れて、例年までとは⼀味違った⽩鷗祭を来場

していただくお客様にご提供したいと考えております。それに合わせて協賛内容の⾒直し

も⾏いました。 

⽩鷗祭を創り上げるには協賛していただく⽅々のご⽀援が必要となります。是⾮、資料

に⽬を通していただき、ご⽀援を賜れますと幸いです。 
 

3. 開催概要について 

⽇程：2022 年 11 ⽉ 5 ⽇(⼟)･6 ⽇(⽇) ※11 ⽉ 3 ⽇(⽊祝)前夜祭開催 

場所：⽩鷗⼤学⼤⾏寺キャンパス(ただし、コンサート企画は本キャンパス) 

 

今年度は、⼀般のお客様にも楽しんでいただけるよう計画を進めております。ただし、

今後の感染状況に応じて開催⽅法を変更する場合がございます。 
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4. 第 49 回⽩鷗祭のテーマについて 

⽩ 
〜さらに⽻ばたくためのリスタート〜 

⽩鷗祭のメインテーマは｢⽩ 〜さらに⽻ばたくためのリスタート〜｣です。｢⽩｣は｢はく｣
と読み、私たちの⼤学である⽩鷗⼤学とかけてあります。私たちは、2 年連続で例年通りの
本祭の開催ができておりません。そのため、新しい、⽩いキャンバスに私たちの⾊をつけ
ていきたいという意味も込められています。もちろん、今まで積み上げてきてくださった
先輩たちの思いもあります。その部分を｢さらに｣や｢リスタート｣で表現しています。中⽌
という判断をせざるを得なかった先輩たちの思いも私たちが引き継ぎ、今年は必ず⽩鷗祭
を開催いたします！ 

是⾮協賛して頂く皆様にもこのテーマをご理解いただき、共に⽩鷗祭の成⻑をサポート
していただけると幸いです。 

第 49 回⽩鷗祭実⾏委員会委員⻑ 
⼩林 優⼦ 

5. ⽩鷗⼤学在籍学⽣数について 
約 5000名の学⽣が、経営学部・法学部・教育学部に在籍しております。 
 

6. 第 46 回(2019 年)⽩鷗祭来場者数 
11 ⽉ 3 ⽇(⽇) 6,082名 
11 ⽉ 4 ⽇(⽉祝) 4,818 名 
合計 10,900名 
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【第 46 回(2019 年)⽩鷗祭実施企画】 
※第 47 回(2020 年)、第 48 回(2021 年)は、新型コロナウイルスの影響で例年通り開催が

できなかったため、第 46 回の実績を掲載しております。本年は第 46 回の来場者数を⽬

標に、各種企画を検討しております。⼀つの⽬安としてご参考になれば幸いです。 

1. コンサート 

《概要》  ⽩鷗祭では毎年、有名なアーティストにお越しいただき、ライブパフォー

マンスを披露してもらいます。⽩鷗⽣はもちろん、地域の⽅々、遠⽅から

のお客様にも楽しんでいただいています。コンサートを通して、本学に初

めて⾜を運ばれる⽅もいらっしゃいます。地域貢献、⼤学の PRを⽬的と

して開催しております。 

《出演者》  KANA-BOON 

《⽇時》  11 ⽉ 3 ⽇(⽇) 開場 16：30 開演 17：30 

《場所》  ⼤⾏寺キャンパス第⼀体育館 

《料⾦》  学内販売：\2,500 ⼀般販売：\3,000 当⽇販売：\3,500 

《来場者数》 約 900名 
 

2. トークショー 

《概要》  ⽩鷗祭では例年、様々な分野で活躍されている著名⼈をお呼びし、学⽣や

若い⼈たちを対象にした講演やトークショーをしていただいています。

2019 年は Twitterや Instagramで⼈気の作家｢ニャンさん｣をお呼びしまし

た。開場前からたくさんのお客様にお集まりいただき、⼤盛況の講演とな

りました。今年の講演会も、“リスタートにふさわしい”とたくさんのお客

様に感じていただけるような講演づくりに励んでおります。 

《出演者》  ニャン⽒ 

《⽇時》  11 ⽉ 3 ⽇(⽇) 開演 14：00 

《場所》  本キャンパス 700教室 

《来場者数》 193名 
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3. ミス⽩鷗･ミスター⽩鷗コンテスト 

《概要》  今年度は、会場全体を巻き込めるアクティブな企画を⾏いたいと考えてお
ります。奪われた⼤学⽣の⻘春を取り戻すべく、容姿だけではない本気の
姿を、各コンテスト 5名ずつの出演者がお⾒せします！5⼈の美男美⼥の
姿に乞うご期待です！ 
① ミス⽩鷗コンテスト 
5⼈の美⼥の真剣な姿、おちゃめな姿、キュンキュンする姿など普段は⾒
られない姿をたくさんお届けできる楽しい時間となっております。なんと
最後には出場者さんのウェディングドレス姿も⾒ることができます！  
② ミスター⽩鷗コンテスト 
5⼈のイケメンが集まったミスター⽩鷗コンテスト。容姿だけではなく、
知⼒･体⼒を使って王座を狙う姿にメロメロになること間違いなし！性別
関係なくお楽しみいただけます！ 

《出場者》  各 5名 
《⽇時》  11 ⽉ 3 ⽇(⽇) 13：30〜16：00 
《場所》  ⽩鷗ホール(メインステージ) 

《来場者数》 計 1,000名 
 

4. カラオケ⼤会 

《概要》  ⽩鷗祭を⼀緒に盛り上げてくれるメンバー６⼈を集い、優勝を⽬指して競
い合うカラオケ⼤会です。優勝者は来場してくれた⽅々⼀⼈ひとりの投票
によって決められます。この採点の決め⼿は、出場者の歌唱⼒、パフォー
マンス⼒となるので、出場者だけではなく来場者の⽅々も審査員として⼀
緒にカラオケ⼤会を盛り上げていくものになっています！歌ウマ王を⽬指
した熱いバトルが繰り広げられ、⼤いに盛り上がりました。 

《出場者》  8 名 
《⽇時》  11 ⽉ 4 ⽇(⽉祝) 14：40〜15：50 
《場所》  ⽩鷗国際ホール(メインステージ) 

《来場者数》 約 400名 
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5. 新企画 

《概要》  新企画とは、名前の通り毎年新しい企画を必ず実施する為にある企画とな
ります。2019 年は、本キャンパスアクティブステージにて三本勝負･○×
クイズ･ビンゴ⼤会を⾏い、多くの来場者を盛り上げ楽しませました。特
に、ビンゴ⼤会においては、ビンゴカードを有料で販売しての企画となり
ましたが、⼤勢の参加者をお迎えし⼤盛況となりました。⼤⼈気企画であ
るビンゴ⼤会は今年度も実施し、さらに新たな企画として｢お化け屋敷｣を
計画しております。 

《⽇時》  11 ⽉ 3 ⽇(⽇)  
三本勝負 11：00〜11：40 
ビンゴ⼤会 17：00〜18：10 
11 ⽉ 4 ⽇(⽉祝) 
○×クイズ 15：00〜15：30 
ビンゴ⼤会 16：00〜17：10 

《場所》  本キャンパスアクティブスペース(サブステージ) 
《料⾦》  ビンゴカード 1枚 200円 

《来場者数》 約 440名 
 

6. イベントゲーム 

《概要》  ゲーム名：『答えて！集めて！ハチミツ⼤冒険！』 
⽼若男⼥全てのお客様に楽しんでいただきたく、⼿軽に参加できる企画と
しました。キャンパス内各所にヒントを隠し、それらを参加者が探し出
し、答えを導き出すという内容でした。⾒事クリアーした参加者には抽選
で景品を差し上げました。今年度はハロウィンが近いということで、それ
にちなんだクイズラリーを企画しています。内容としては、解答⽤紙に書
かれたヒントをみてクイズ台を探し出し、クイズに答えてもらいます。仮
装したスタンプ係を⾒つけて、解答が正しいかどうか確認してスタンプを
もらうこともできます。クイズに全て正解⼜は全てのスタンプを集める
と、抽選で景品が当たります。外れてしまった場合には参加賞をプレゼン
トします。 

《⽇時》  11 ⽉ 3 ⽇(⽇)･4 ⽇(⽉祝) 
《場所》  本キャンパス内 

《来場者数》 約 830名 
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7. 前夜祭 

《概要》  ① 前夜祭 
⽩鷗祭本祭前⽇に⾏っている前夜祭企画では⼤⾏寺グラウンドを使った運
動会が企画されました。競技間にはチアリーディング同好会
｢FASCINATING｣によるパフォーマンスショーを実施し観客を魅了しまし
た。 
② オールスター祭 
3⼈×4チームによるクイズ⼤会を実施しました。 

《⽇時》  前夜祭 11 ⽉ 3 ⽇(⽇) 13：00〜18：00 
オールスター祭 11 ⽉ 4 ⽇(⽉) 10：00〜11：00、13：00〜14：00 

《場所》  前夜祭 ⼤⾏寺キャンパスグラウンド 
オールスター祭 本キャンパスアクティブスペース 

《参加者数》 前夜祭 〈出演者〉243名 〈来場者数〉350名 
オールスター祭 〈出演者〉12名 〈来場者数〉40名 

 

 8. フリーマーケット｢フリ magic｣ 

《概要》  フリーマーケット企画では、会場となる廊下で多くの出店者様に多種多様
な品物を売っていただき、多くのお客様を集客できました。 

《⽇時》  11 ⽉ 3 ⽇(⽇) 10：00〜17：00 
11 ⽉ 4 ⽇(⽉祝) 10：00〜16：00 

《場所》  本キャンパス南館 2階廊下 
《出店⼈数》14名  
《来場者数》約 2,340名 
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 9. その他企画等 

○企画 
 お化け屋敷        BESTBODYHAKUOH        お笑いライブ 
 LED⾵船     キャップアート     元号企画     T-1グランプリ 
 
○ステージ発表 ※上記企画を除く 
1. ⽩鷗ホール(メインステージ) 
学内団体 13団体 
学外団体 3団体 

 
 2. アクティブスペース(サブステージ) 
学内団体 1団体 
学外団体 12団体 

 
○模擬店 
学内団体 46団体 
学外団体 11団体 

 
《《写真》》 ※上段：第 46 回(2019 年度) 下段：秋季ステージ(2021 年度) 
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【2021 年度 ⽩鷗祭関連実施企画】 
※第 48 回(2021 年)は、本来同⽇程で開催されていた企画を、新型コロナウイルス感染防

⽌の観点から 4 度に分けて実施いたしました。開催形態は第 46 回以前と少し異なる点
がございますが、直近の実績を掲載いたしましたので、ご参考いただければ幸いです。 

1. トークショー 
《概要》  2021 年は、井上咲楽⽒、柿原徹也⽒をお呼びしました。コロナ禍の中で

直接お客様に会場まで⾜を運んでいただくことはできませんでしたが、オ
ンラインによる配信を実施しました。北海道から九州まで全国の⽅々、年
齢層は 10代から 60代までの幅広い⽅々にご視聴いただいたというアン
ケート結果もございます。今年の講演会においても、｢コロナ禍でイベン
トや⾏事などに参加ができなかったお客様に⽩鷗祭のトークショーを楽し
みに思ってもらいたい｣、｢ご来場頂いたお客様⼀⼈ひとりの⼼からの笑顔
を⾒たい｣という思いのもと、主なターゲットとなる学⽣だけでなくご家
族などを含めた幅広い年齢層の⽅々に興味をもっていただけるような講師
選びや企画づくりを⾏っていきたいと思っております。幅広い年齢層への
広報をするため、トークショーでの幟･ポスター･SNSでの広報活動に⼒
を⼊れ、協賛企業様の社名を⼊れさせていただくことで、多くの⽅に⾒て
いただくことが可能となります。 

《出演者》  井上咲楽⽒、柿原徹也⽒ 
《⽇時》  井上⽒：10 ⽉ 30 ⽇(⼟)14時〜  柿原⽒：10 ⽉ 31 ⽇(⽇)12時 30 分〜 

《実施⽅法》 YouTube ライブ配信 
《視聴回数》 井上⽒：660 回  柿原⽒：1820 回 
 

2. ステージ企画｢⽩鷗祭実⾏委員会 presents 秋季ステージ｣ 
《概要》  学⽣を中⼼とした多くの⼈々に参加・来場してもらえるような⽩鷗祭を作

ることを根源に、昨年の秋季ステージでは｢在学⽣の課外活動の成果発表｣
や｢実⾏委員会主催企画｣、｢在学⽣主催企画｣を主な内容としてステージの
設営や運営を⾏い、本学学⽣の成果発表の場を提供しました。 

《⽇時》  11 ⽉ 27⽇(⼟) 10：00〜20：00 
《場所》  本キャンパス⽩鷗国際ホール 

《来場者数》 432名(ステージ⼊れ替えごとに再⼊場のため、複数の演⽬を⾒た⽅もい
らっしゃるため、延べ⼈数となります。) 

《実施企画》 新企画(ビンゴ⼤会)、ミスコン、その他団体によるステージ発表 
※実⾏委員企画を含め、8団体が出演。 
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3. コンサート企画｢井上苑⼦ Special Live｣ 
《概要》  今年度も、地域貢献、⼤学の PR、また、コロナ禍を経て変容してしまっ

た学⽣⽣活に活気を取り戻すことを⽬的として開催する予定です。 
《出演者》  井上苑⼦⽒ 
《⽇時》  12 ⽉ 27⽇(⽉) 開場 16：00 開演 17：00 
《場所》  本キャンパス⽩鷗国際ホール 

《来場者数》 236名(使⽤可能座席数は 256席) 収容率：92% 
 

4. クリスマス花⽕⼤会 
《概要》  新型コロナウイルスの影響で昨年度は予定通りの⽩鷗祭開催ができません

でしたが、本学の学⽣だけでなく、近隣住⺠の⽅々にも毎年楽しみにして
いただいたため、クリスマスに花⽕⼤会を実施しました。今年度も、多く
の⽅から頂いている期待に応えるべく、また 3 年ぶりに本格的な開催とな
る⽩鷗祭が始まる合図として、前⽇の夜に花⽕を打ち上げ、⽩鷗祭を盛り
上げるために今年度も花⽕⼤会を実施します。 

《⽇時》  12 ⽉ 24 ⽇(⾦) 18：00〜18：20 
《場所》  ⽩鷗⼤学⼤⾏寺キャンパス ⼤⾏寺グラウンド 

(打ち上げ場所は思川緑地 250m トラック陸上競技場南側) 
《来場者数》 196名 
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【第 49 回⽩鷗祭 PR 活動予定】 
1. 各種印刷物 

パンフレット A5 サイズ 4,000 部 ※1 
公式ポスター A2 サイズ 450 部 ※2 

※1 本年度も、パンフレットのデータを HPで公開予定です。 
※2 ⼀部 B2 サイズも含みます。 
 

 2. ⽩鷗祭実⾏委員会公式 HP 及び各種 SNS 運営 

ホームページ https://www.hakuohfes.com/ 
ツイッター @hakuoh_fes 
インスタグラム @hakuoh_fes 

 
第 49 回⽩鷗祭公式ホームページおよび公式 SNSのQRコードを掲載いたします。 
よろしければご確認ください。 
 
 
 
 
 
 

 3. ポスター配布 
 今年度は、交流のある⼤学や短⼤、県内すべての⾼等学校、⼩⼭市内すべての⼩･中学
校、近隣の商業施設などに積極的に配布予定です。また、ご協賛いただく企業様にも配布
いたします。 
 

 4. チラシ配布 
 7⽉ 23 ⽇(⼟)･24 ⽇(⽇)に開催される予定の⽩鷗⼤学オープンキャンパスにて⽩鷗祭の
チラシを 1,400 部⾼校⽣に向けて配布しました。 

また、商業施設等において、⽩鷗祭開催案内やイベントのチラシを配布する予定です。 
 

5. 地域との交流 
市内で開催されるイベントなどにボランティアなどで参加し、可能な限り PR活動を⾏

って参ります。  

公式 HP 公式 Twitter 公式 Instagram 
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【協賛の種類】 
⽩鷗祭では、主に以下の協賛を承っております。 

1. 広告協賛(A. パンフレット協賛 B. ポスター協賛) 
2. 企画協賛 
3. その他協賛 

 

1. 広告協賛(詳細) 

A. パンフレット協賛 
⽩鷗祭パンフレット(A5 サイズ)への掲載となります。 

モノクロ 
協賛⾦ \10,000 \20,000 \30,000 \50,000 

パンフレット 
広告サイズ 

1/8 ページ 1/4ページ 1/2ページ 1ページ 

46mm × 63mm 
46mm ×126mm 
92mm × 63mm 

92mm × 126mm 184mm × 126mm 

※1/4 サイズに関しましては、縦⻑･横⻑どちらかをお選びいただきます。 
 

カラー 
協賛⾦ \60,000 \60,000 \85,000 \100,000 
パンフレット 
広告サイズ 

対向 裏表紙裏 表紙裏 裏表紙 
184mm × 126mm 
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B. ポスター協賛 
 掲載を希望されるポスターを、学内に掲⽰いたします。サイズは A3 サイズとなりま
す。1枚あたり\20,000 で承ります。掲⽰箇所は、以下の図の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①1号館前(模擬店のテントが並ぶ場所です。) 
②2号館 1F(学外団体様による出店ブースがある 3号館前に⾏くお客様が通る場所です。) 
③2号館階段(教室企画を⾏う 4F〜6Fを中⼼に掲⽰いたします。多数の教室企画を⾏うた

め、多くのお客様に通っていただける場所となります。) 
なお、掲⽰期間は 10 ⽉ 24 ⽇(⽉)〜11 ⽉ 6 ⽇(⽇)となります。 
 
※模擬店出店スペース：⻄⾨からマルベリーホールにかけて、中庭周辺、1号館前 
※メインステージ：第 1体育館 
  

⼊⼝(⻄⾨) 

⼊⼝(通⽤⾨) 
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2. 企画協賛(詳細) 
A. ステージ協賛 
 ⽩鷗祭では多くのステージ企画が 2 ⽇間に渡り⾏われます。今年はメインステージのみ
のステージ展開となります。ステージ協賛では、メインステージへの企業様のパネルの設
置に加え、メインステージ⼊⼝への企業様のポスター掲⽰をさせていただきます。※8 ペ
ージ内左上の写真参照 

協賛⾦ Ⅰ. メインステージ 
企業様パネル設置 

Ⅱ. メインステージ⼊⼝ 
企業様ポスター掲⽰ 

\30,000〜 ◯ ◯ 

※それぞれ\30,000 で承りますが、両⽅をご希望される場合\50,000 となります。 
Ⅰ. メインステージ企業様パネル設置について 

メインステージ後⽅に、タテ 900mm×ヨコ 1800mmの企業様のパネルを作成し設置い
たします。 
Ⅱ. メインステージ⼊⼝企業様ポスター掲⽰について 

メインステージ⼊⼝に、企業様のポスターを掲⽰いたします。サイズは A1 サイズ 1種
類までとさせていただきます。 
※第 46 回(2019 年度)は、本キャンパス内｢⽩鷗国際ホール｣でのステージ企画開催でした

が、本年度は⼤⾏寺キャンパス内｢第⼀体育館｣をステージとし企画を開催する予定で
す。そのため、第 46 回よりも多くのお客様にご来場いただけると⾒込んでおります。 

 
B. 講演会協賛 
講演会では、毎年著名な⽅をお迎えし、講演を⾏っていただいております。講演会協賛

では、講演会会場において企業様の社名･ロゴの掲出、企業様のポスターなどの掲⽰およ
び紹介アナウンスをいたします。 
《協賛⾦》\10,000〜 
 
C. 物品協賛 
物品協賛でいただきました商品は、主に企画の景品を想定しております。企画の指定が

ございましたら、対応させていただきます。景品として利⽤させていただく企画におい
て、協賛企業様の紹介アナウンスをいたします。 
《物品協賛例》 
電化製品、機材、割引券、クオカード、⽂具、テーマパークペアチケット、旅⾏券、図書
券、花束など 
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3. その他協賛 
上記の協賛が主となっておりますが、上記以外でのご協賛も、可能な範囲で対応させて

いただきます。お気軽に⽩鷗祭実⾏委員会までご連絡ください。 
《例》テント提供、ガス提供、備品提供、アンケートの実施、試供品の配布など 
 
【協賛の締切について】 

パンフレット協賛 9 ⽉ 2 ⽇(⾦) 

ポスター協賛 10 ⽉ 7⽇(⾦) 

ステージ協賛 10 ⽉ 7⽇(⾦) 

講演会協賛 10 ⽉ 7⽇(⾦) 

物品協賛 10 ⽉ 7⽇(⾦) 

その他の協賛 10 ⽉初旬 
 

以上がご協賛の案内となります。 

協賛のお申し込み、お問い合わせやご相談、不明な点などがございましたら、お気軽に⽩

鷗祭実⾏委員会渉外部までご連絡ください。 

※本年度の⽩鷗祭が今後の状況により中⽌となった場合には、いただいた協賛⾦は全額お

返しいたします。 

⽩鷗⼤学 ⽩鷗祭実⾏委員会渉外部 
住  所：〒323-8585 

栃⽊県⼩⼭市⼤⾏寺 1117 
電  話：0285-22-9872(実⾏委員室) 

080-7708-5467(渉外部⻑･平⼭携帯) 
F A X：0285-22-9872 
メ ー ル：shougaibu.hakuoh@gmail.com 
開室時間：平⽇ 11 時〜18 時(祝⽇を除く) 
※開室時間外でのご連絡は、お⼿数ですがメールまたは

FAX でお願いいたします。 


