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11月１日（日）～３日（火・祝）

2015 年度

東海大学湘南学生会 役員紹介
文化部連合会常任委員会

万６０５０部発行しています
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委員長

る場 だと思っています︒私

自身︑実行委員会に所属し

て い ろ い ろ な 人 と 出 会 い︑

たくさんの経験をさせて頂

きました﹂

︱︱ ずばり︑見どころを

教えてください︒

小野田委員長﹁１日目の

コンサートはもちろんです

が︑広大なキャンパスの中

で繰り広げられる学生たち

の多種多様な企画や展示も

ぜひ見て頂きたいです﹂

坂井会長﹁サークルやゼ

ミ︑留学生などの模擬店も

日から 日

1
3

事務局長

鈴木 大士

工学部応用化学科（4 年）

万人が目標

になって建学祭を最高に楽

今年は来場者

し み た い と 思 っ て い ま す︒

神奈川県知事登録旅行業第2─839号・
（社）
日本旅行業協会正会員

沼上 宙生

理学部情報数理学科（2 年）

今回は建学祭に直接関わる部分が少ないですが、
手伝える範囲でできる限り協力したいと思います。

体育会常任委員会
常任委員長

荒川 茉希

文学部心理社会学科（4 年）

れっつえんじょい建学祭

食堂購買運営委員会
学生代表

安西 穂高

教養学部人間環境学科（3 年）

会長

坂井 真樹

教養学部芸術学科（4 年）

一年に一度のお祭りです！日頃の成果を発表す
る人、3日間遊び尽す人！完全燃焼しましょう！！

建学祭実行委員会
委員長

小野田 将太

監査委員会
委員長

法学部法律学科（4 年）

建学祭は学生によって行われる年に一度の大きな
祭りです。学生一人一人が一生懸命になって、仲間
や来場者の方々と最高の思い出を作りましょう！

小野田 将太実行委員長

坂井 真樹会長

1993年、小田原市生まれ。法学部法律学科４年生。
趣味・特技は「読書」
「和太鼓」。

1993年、青森県むつ市出身。教養学部芸術学科音楽課
程４年生。好きな言葉は「一期一会」。

相内 亨允

学生代表

大場 倫之介

教養学部芸術学科（4 年）

法学部法律学科（3 年）

年に一度の大イベントを支えていけたらと
思います。宜しくお願いします。

委員長

明石 雄也

理学部物理学科（4 年）

建学祭では、いつも助けてもらっている建学祭スタッフの
みなさんに少しでも恩返しできればいいなと思います。

餃子・お好み焼き 他

Memory

湘南公開セミナー委員会

オリエンテーション実行委員会

模擬店企画
たのしい企画が開催予定！

来場者のみなさんは勿論！企画側の学生も
楽しめたらと思います！(＾ω＾)

キャンパス創造委員会
委員長

西岡 徹也

政治経済学部経営学科（3 年）

今年の建学祭も大いに盛り上がって、地域住
民の方々も楽しんでいただけたらと思います。

お笑いライブ・ビンゴ大会 他

０４６３─９３─３９８０

委員長

湘南学生会

多数出店するので︑学生と

の会話も楽しんで頂けたら

と思います﹂

です︒ぜひ遊びにお越しく

ださい︒お待ちしておりま

坂井会長﹁私たち学生が

す﹂

活発に活動し学ぶことがで

きるのも︑地域の皆さまの

温かいご声援とご協力のお

着した学生会であり続けた

かげです︒今後も地域に密

いと思いますので︑引き続

きご理解ご協力のほどよろ

しくお願いします﹂

東海教育産業株式会社 旅行部

東海大学病院内1階

選挙管理委員会

4年生として先導して建学祭を盛り上げて
いきます！

ステージ企画

０４６３─７７─３５２２

学祭は人生

代表者会議事務局

軌跡～Imagination～

秦野市南矢名３─１０─３５

徳島 徹弥

情報理工学部情報学科（3 年）

4年生の私にとっては最後の建学祭です。学生最後
の建学祭がよりよい建学祭となるように、他団体と
力を合わせて頑張ります！是非ともお越しください！

伊勢原祭

お気軽にお問合せ下さい。
湘南旅行センター
伊勢原地区の方は
伊勢原旅行センター

会長

文学部日本文学科（4 年）

模擬店をやる、食べ歩く、ライブを見る‥建学祭の楽しみ方は人
それぞれです。自分に合った方法で建学祭を楽しみましょう。

第 39 回

国内・海外 年末・年始旅行好評取扱い中
E.S.TOUR イーエスツアー

望星会

三谷 巧

1161
月

月１日㈰から３日︵火

11

晩秋の湘南キャンパスに学生２万人のエネルギーが集結し︑日本最大級の学

回建学祭が開催される︒主催する湘南学生会の坂井真樹会長︵教

園祭が幕を開ける││︒東海大学︵平塚市北金目︶で

・祝︶まで︑第

61

しています︒今年８月に結

︱︱ 今年のテーマ﹃Ｍｅ

準備に取り組んでいます﹂

成してから︑夏休み中や秋

学生会のメンバーは地域
学期に入っても夜遅くまで

で行われるお祭りなどのお

どあれば教えてください︒

小野田委員長﹁東海大生

と地域住民など来場者の方

養学部４年︶と小野田将太実行委員長︵法学部４年︶に話をうかがった︒

テーマは『Ｍｅｍｏｒｙ 』

︱︱ 主 催 す る﹁ 学 生 会 ﹂

地域の方も参加して頂ける

はどのような組織ですか？

ようなセミナーも開催して

手 伝 い を さ せ て 頂 い た り︑ ｍｏｒｙ﹄に託した思いな

には約２万人の学生が通っ

います﹂

が一体となり︑最 高の思い

り︑圧倒されること間違い

なしです︒地域の方とも会

場で一緒になって盛り 上が

れたらいいですよね﹂

︱︱最後に読者の方へメ

ッセージをお願いします︒

２０００発の花火大会

︱︱最終日の花火大会も

見逃せないですね︒

坂井会長﹁２０００発の

花火が夜空を彩ります︒花

火大会だけでも例年７００

０人の来場者がある一大イ

ごろの活動や研究発表を見

小野田委員長﹁学生の日

小野田委員長﹁間近で打

て頂き︑来 場 者の方と一緒

ベントです﹂

ち上がる花火は迫力があ
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坂井会長﹁私たちの校舎

トを企画する建学祭実行委

︱︱実行委員会のことを

ています︒学生会はイベン

員会のほかに体育会・文化

て︑建学祭とは？

坂 井 会長﹁１年に一度の

日本でも有数の大規模な学

積み重ねてきた学生の日々

園 祭です︒コツコツ努力を

の研究や練習の成果︑パワ

ーが感じられる場ですね﹂

小野田委員長﹁成長でき

盛大に行われる花火大会をはじめ︑各種パフォーマンスも見逃せない

出が作れるように︑という

︱︱４年生の２人にとっ

思いが込められています﹂

模擬店が出店し大勢の人でにぎわう（＝中央通り）

教えてください︒

人で 活 動

小野田委員長﹁１年生か

ら４年生まで︑
52

部連合会・望星会など部活

でつくる団体など︑主に

13
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集

■この紙面は︑秦野・平塚・伊勢原市内に

編

2015東海大学建学祭テーマ

■この特別号は東海大学湘南学生会の協力で発行しました
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第61回 東海大学建学祭

東海大学で第 回建学祭

㍿タウンニュース社

の組織で運営しています︒

■東海大学〝建学祭〟特別号№
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湘南学生会
PRESENTS

開催日：11 月 2 日～3 日
会場：東海大学伊勢原校舎

中面に詳細情報あり

info

建学祭の
問合せは

中面は見開き学内マップ

周辺住民のみなさまへ
11月1日（日）から３日（火・祝）までの建学祭期間中は、周辺道路の混雑および、野外コンサート企画や花
火大会などで大きな音がすることがございます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

東海大学湘南学生会建学祭実行委員会

東 海 大

〒259-1292

神奈川県平塚市北金目４－１－１

TEL.0463-50-2398（直通）
URL http://kengakusai.shn.u-tokai.ac.jp

東海大学湘南校舎までのアクセス
◆小田急小田原線「東海大学前駅」下車徒歩15分
＊駐車場はございませんのでご来場の際は電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。
◆JR東海道線「平塚駅」
より、バス30分「東海大学正門前」下車 ＊お酒類の持ち込みはお断りしております。 ＊ペットを連れてのご来場は禁止です。
東海大学湘南学生会建学祭実行委員会 委員長 小野田 将太

