京都学生祭典実行委員会主催

春の合同新歓
開催日時

2022 年 4 月 23 日（土）

開催場所

梅小路公園（芝生広場）
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参加団体一覧
①一般社団法人京都すまいるプロジェクト ⑮Stella
②SHIRORU

⑯京都府学生献血推進協議会

③関西カポエイラ・インカレサークル

⑰学生国際協力団体 BEAM

④KPC 京都ポーカーサークル

⑱NPO 法人 Mielka

⑤竹田 T キャンプ

⑲小浜 R キャンプ

⑥学習支援団体 Apolon

⑳立命館大学 JAZZ CLUB

⑦関西インカレダイビングサークル

㉑アイリス龍星群

DiveDive

㉒The Second Home Jazz Orchestra

⑧ハングライダーサークル Zephyr

㉓京大アマチュアダンスクラブ

⑨学生団体 SHAKEART!

㉔アフリカ学生団体 CHEKA

⑩And Field
⑪京都学生演劇祭実行委員会

❶京炎そでふれ！ 咲産華

⑫京都国際学生映画祭

❷京炎そでふれ！ 京小町

⑬京都学生広報部

❸京炎そでふれ！ 文舞蘭

⑭京大アルティメットサークル BREEZE

❹京炎そでふれ！ 花風姿
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合同新歓開催にあたって
合同新歓イベントとは、京都中のインカレ団体を集め共に盛大な新歓イベントを
開催する京都学生祭典の初めての試みです。今の時代、コロナ禍での活動が厳し
くなっておりますが、学生が持つエネルギッシュなパワーを合同新歓にぶつけら
れるようなイベントにします。
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京都学生祭典とは
京都学生祭典とは、毎年 10 月に平安神宮前・岡崎プロムナード一帯にて繰り広
げられるイベントです。企画運営、当日の会場警備、広報活動などお祭り開催
にかかる全てのことを学生が主体となって行っています。

第 20 回京都学生祭典本祭に向けて
京都学生祭典は今年で第 20 回を迎えます。今までの京都学生祭典を振り返り、
新たな時代を築いていけるような本祭を開催いたします。関係者の方々のみなら
ず、来場される方々にとってどのような本祭であるべきを常に模索し続けます。

京都学生祭典部署紹介

【企画運営部】

【広報部】

【営業部】

京都学生祭典本祭を彩る企

チラシ作成や SNS 投稿な

企業様や個人サポーターの

画の立案・運営を行う部署。

どの広報活動を行う部署。

方へ協賛を募り、連携を取
る部署。

【年間交流部】

【おどり普及部】

【総務部】

地域の方々や留学生との交

京炎 そでふれ！を通して京 備品の管理や研修会の実施

流を通して京都学生祭典を

都学生祭典を盛り上げる

など実行委員の活動をより

盛り上げる部署。

部署。

良いものにする部署。
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京炎そでふれ ! ホストチーム紹介
【❷京炎そでふれ！ 京小町】

【❶京炎そでふれ！咲産華】

京炎そでふれ！京小町です！京

私たち京炎そでふれ！咲産華

都女子大学の学生、100％女の

は「愛し愛される咲産華」を

子のチームだからできる、可愛

コンセプトに活動しています。

いくて華やかな演舞で、皆様に

どんな状況でも頂いた変わら

感動と笑顔をお届けします！

ぬ愛を背に精一杯演舞します。

【❹京炎そでふれ！ 花風姿】

【❸京炎そでふれ！文舞蘭】

同志社女子大学から来ました。

こんにちは。京炎そでふれ！

花風姿です！学部学科問わずみ

文舞蘭です！私たちは京都文

んな元気にとても仲良く活動し

教大学を拠点に活動しており

ています！笑顔溢れる花風姿で

ます。個性溢れる仲間と共に、

一緒に活動しませんか？

毎日楽しく活動しております。

音楽団体チーム紹介
【高槻北高校和太鼓部】

【R.U.Swingin’ Herd Jazz Ensemble】
立命館大学 R.U.Swinginʼ Herd Jazz

高槻北高校和太鼓部は今年で

Ensemble 2022 です。1950 年から

22 年目を迎えます。初心者ば

続くビックバンドで、立命館大学

かりでしたが、太鼓の楽しさ

の看板バンドです。演奏を通して

を伝えようと頑張っていま

素敵な RUSH サウンドをお届けで

す。熱いハートのあなたとの

きるよう、日々練習に励んでいま

出会いが楽しみです。

【The Second Home Jazz Orchestra】

【アイリス龍星群】

す。

同志社軽音楽部に所属する The

アイドルコピーダンスサークル「アイ

Second Home Jazz Orchestra

リス龍星群」です。年 2 回のユニドル

です！私たちはオールジャンル

という大会の他に約月に 1 回のステー

で活動し、ビックバンドの大会

ジに立っています！アイドルが好きな

や他大学との対バンや学内演奏

方、ダンスが好きな方、可愛い衣装を

に向けて日々練習しています。

着てみたい方、他の大学の友達がほし
い方など誰でも大歓迎です！

【京都橘大学吹奏楽部】
京都橘大学吹奏楽部です！
私たちは現在、85 名で年間を通
して様々な活動を行っていま
す！興味のある方は、京都橘大
学清心館 733 ホールで行う見学
会にお越しください！
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インカレ団体紹介
【①一般社団法人京都すまいるプロジェクト】

【②SHIRORU】

私たちは【ひとも、まちも、え

パレスチナ問題・難民問題につ

がお。】を vision に学生が主体

いて講演会の企画や現地学生と

的に活動するまちづくり団体で

の英語交流、フリーペーパーづ

す！やりたいことがある人は実

くり、写真展の開催など興味の

現に向かって一緒に活動できる

ある活動に自由に参加できま

仲間が見つけられます！

す！

【③関西カポエイラ・インカレサークル】

【④KPC（京都ポーカーサークル）
】

カポエイラとはブラジル発祥の

出町柳や河原町の貸しスペース

ダンス格闘技です。蹴り合いが

を活動の拠点として、ポーカー

メインですが、華麗に技をよけ

をして遊んでいます！

たりなど、相手との駆け引きが

金銭の賭け事は一切なく、ポー

最大の魅力です。是非遊びに来

カーの戦術や運の要素を楽しん

てください！

でいます！

【⑤竹田 T キャンプ】

【⑥学習支援団体 Apolon】
坂井市丸岡町竹田地区を舞台

家庭内で学習環境が整いにくい

に、大学生が地区住民や行政と

中高生へ支援を行うサークルで

連携しながら企画したプロジェ

す。子どもと話したり一緒に時

クトを実行する、実践型の地域

間を過ごすことで、学生たちの

活動を行っています。

居場所となることも目指してい
ます！

【⑦関西インカレダイビングサークル Dive Dive】【⑧ハンググライダーサークル Zephyr】
私たちは和歌山や福井などの近

Zephyr は、毎週土日に滋賀県

郊の海を拠点にダイビングを楽

彦根市の荒神山にて活動を行っ

しんでいます♬

ております！ハンググライダー

みんな初心者からスタートなの

とは、動力を持たない滑空機の

で泳げない人でも楽しめます♪

ことであり、空を自由に飛び回
ることができます！

【⑩And Field】

【⑨学生団体 SHAKEART!】
若手作家による芸術活動の支援

様々な下宿生にとって自炊を身

を目的に、フリーマガジンの発

近なものにする。という方針の

刊やイベント運営を行っていま

下、下宿生の自炊の負担軽減を

す。ちょっとでも興味のある方

目指す「食材セット〈And Rice〉」

は是非一度お話を聞きに来てく

の販売活動をしています。

ださい！

5

【⑪京都学生演劇祭実行委員会】

【⑫京都国際学生映画祭】

「今、京都で最も面白い演劇を

京都国際学生映画祭は、京都を

つくる学生劇団はどこか」とい

中心とする関西圏の大学生が主

う問いに答えを出すべく 2010

体となり未来の映画人を担う人

年度に始まった大学生演劇の祭

材・才能の発掘を目的とし、企

典です。前回から野外特設舞台

画・運営を行う日本最大の国際

で行われています。

学生映画祭です。

【⑬京都学生広報部】

【⑭京大アルティメットサークル BREEZE】
全国の中高生に大学生の視点で

アルティメットとは一枚のフリ

「京都での学生生活の魅力」な

スビーをパスやシュートで繋い

どを部員全員がライターとして

でゴールエリアまで運ぶ 7 対 7

活動したり、様々なイベントを

のチームスポーツです。練習は

企画・実施しています。

月水土の週 3 回行っています。

【⑮Stella】

【⑯京都府学生献血推進協議会】
Stella は、いろいろな大学から

私たちは献血を行う団体ではな

構成されているインカレ硬式テ

く、献血を「推進する」ボラン

ニスサークルです！

ティア団体です。

練習は週に２〜 3 回ほど、宝

主な活動内容は献血のイベント

が池コートや岡崎コートで行っ

企画や献血バス・献血ルーム周

ています！

辺での協力呼びかけなどです。

【⑰学生国際協力団体 BEAM】

【⑱NPO 法人 Mielka】

BEAM は 2008 年に発足し、イ

私たち Mielka は、投票の質と

ンドの最貧困地ブッタガヤの

量の向上を目指し、大学生など

ニーマ村に beam school とい

若者が中心となって活動してい

う小学校を建て、支援を行って

る NPO 法人です。私たちと一

いました。現在は beam school

緒に政治を「見える化」しませ

の支援を行っています。

んか？

【⑲小浜 R キャンプ】

【⑳立命館大学 JAZZ CLUB】
小浜 R キャンプでは、京都を
拠点に全国から大学生を募り福
井県小浜市にて地域おこし活動
をしております。私たちと一緒
に、海の見える街で貴重な大学
生活を楽しみませんか？
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立命館大学 JAZZ CLUB では、大人数
編成のビックバンドや小人数編成の
コンボ、セッションなど、さまざま
な形でジャズを演奏しています。も
ちろん楽器初心者の方も大歓迎です。
皆さんの入部を部員一同お待ちして
います！

【㉑アイリス龍星群】

【㉒The Second Home Jazz Orchestra】

アイドルコピーダンスサークル「アイ

同志社軽音楽部に所属する The

リス龍星群」です。年 2 回のユニドル

Second Home Jazz Orchestra

という大会の他に約月に 1 回のステー

です！私たちはオールジャンル

ジに立っています！アイドルが好きな

で活動し、ビックバンドの大会

方、ダンスが好きな方、可愛い衣装を

や他大学との対バンや学内演奏

着てみたい方、他の大学の友達がほし

にむけて日々練習しています。

い方など誰でも大歓迎です！

【㉓京大アマチュアダンスクラブ】

【㉔アフリカ学生団体 CHEKA】

今年 45 周年を迎える、京大公

私たちアフリカ学生団体

認のインカレ社交ダンスサーク

CHEKA は、アフリカの文化発

ルです。社交ダンスを楽しく踊

信をして若者に新しい価値観を

ることを目的としています！大

広めることを目的としていま

学生、大学院生なら年齢・学年・

す。皆さんで CHEKA の歴史を

性別・国籍など問いません！初

創っていきませんか！

心者も大歓迎◎

アクセス
JR 嵯峨野線「梅小路京都西」駅下車すぐ
「京都」駅（JR・地下鉄・近鉄）中央口より塩小路通を西へ徒歩約１５分
〇市バスの場合
「七条大宮・京都水族館前」、
「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車すぐ

京都学生祭典実行委員会
〒600-8216
京都市下京区西洞院塩小路下ルキャンパスプラザ京都内
TEL:075-353-9432
FAX:075-353-9431
E-mail:20thsaiten.madoguchi@gmail.com
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