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10:30~　陸上競技場

だから、諦めずに

また一歩
進むことが出来る

一緒に歩く仲間がいた
終わりのないような道も

「第 65回大学祭に寄せて」　　三重大学学長　内田淳正

講師募集中！

     毎週　月～金曜日 　（17時10分）      

     毎週　土曜日　（9時10分、12時50分）

2 日（土）17:00 ～ メインステージ

藍坊主

【藍坊主 PROFILE】
hozzy(Vo)、田中ユウイチ (Gu)、藤森真一 (Ba)、

渡辺拓郎 (Dr) からなる、神奈川県小田原市出身の 4人組ロックバンド。

秀逸なメロディーと多くの人に共感される身近なテーマを題材にした歌詞、

ライブを積み重ねてきた確かな演奏力と透明感のあるボーカルが魅力のバンド。

2004 年にメジャーデビュー。数々のフェスやイベントに出演し

2011 年 5月には自身初の日本武道館公演を開催し大成功に収める。

2013 年 5月には 1st Mini Album「ブルーメリー」をリリース後、全国ツアーを開催！

 早くも今秋 11月 6日に 2nd Mini Album「S/Normarry」をリリース！

　テーマを「進華―生まれ変わる三重大祭―」とする本年の大学祭の開催をうれし

く思います。現在の若者の閉塞感を「生まれ変わる」との言葉で自らの意志や行動

力を示そうとする強い意気込みを感じています。

　進化論で有名なあのダーウィンは「もっとも強いものや賢いものが生き残るので

はなく、変化できるものが唯一生き永らえるのだ」とあります。自らが変わること

がいかに大切かを教えています。現代社会は自らの周りの環境をめまぐるしく変化

させます。それに対応していかなければ人生を生き抜くことはできないでしょう。

　進歩して発展することを三重大生たちは  「進華」という造語で表現しています。

若者らしく進んで「華」を求めることは素晴らしいことです。    しかし、「華」の陰

に潜む虚飾には注意しなければなりません。実質を伴う華のある大学祭になること

、それが近隣のコミュニティーはもとより多くの子供たちの夢を育むことにつなが

るはずです。
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両日開催　10:00 ～ 15:00　　第一体育館前

市町村ブース
今年は 5組のゆるキャラに集合してもらいます！

市町村ブースでは、5組の育った市についてたくさん紹介しています。

ぬりえもあります！ゆるキャラと一緒に三重についてもっと知りましょう！

2日目の 11 月 3日には、第一体育館でゆるキャラステージを行います！

楽しいイベントや景品もあるので、ぜひ！来てください。

子ども企画

今年のテーマは海賊！射的に輪投げに釣り！君はどれだけ宝を獲得

できるかな？？
プレゼントもあるよ ! パイレーツキングに君がなる！
三重大生による子供向けイベントも 13:00~13:30 に開催！
2日（土）はマジック、3日（日）はジャグリング！第一食堂にぜひ

来てね！

協賛企業一覧（敬称略）

ITTO個別指導学院

いとう眼科

伊藤不動産

era ratoon

エイブル

江戸橋不動産

海鮮居酒屋　はなの舞　津駅前店

株式会社　伊藤園

株式会社　おやつカンパニー

株式会社　ぎゅーとら

株式会社　グランドボウル津グランドボウル

株式会社　極楽湯

株式会社　栄屋理化

株式会社　資生堂

株式会社　ZTV

株式会社　ダリア

株式会社　津ドライビングスクール

株式会社　ニッショー　津支店

株式会社　フリーダム

株式会社　富士急ハイランド

株式会社　マイナビ

株式会社　マスヤ

KAMAYAN

キューピー株式会社

クラシエフーズ株式会社

クラシエホームプロダクツ株式会社

小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社

コメダ珈琲店　津県総合文化センター前店

コメダ珈琲店　津中央店

コメダ珈琲店　津みなみ店

ジャパンビバレッジ

紳士服はるやま　津桜橋店

寿がきや

瀬里香

千寿

中勢自動車学校

中日新聞津栗真専売所　梅香店

名古屋市東山公園動植物園

にっこう亭

蜂蜜まん本舗

PA-ru-LE

びっくりドンキー　津桜橋店

ふしみ屋

Hair & Make  mese

Hair’ s Collection Tif

BERRY

ホテルグリーンパーク津

三重エフエム放送株式会社

三重高等自動車学校

三重大学生活協同組合

三重テレビ放送株式会社

みえやに

ミニストップ三重大学店

焼鳥ばんや　津北店

焼肉きんぐ

利平治不動産

レントオール

ワーナーマイカルシネマズ津

（以上 58 社　五十音順）

 

企業ブース

本年度の学祭では企業ブースが出展されます。楽しいゲームや、

体験がたくさん行われます。今までにない学生の枠を超えた

新しい企画！ぜひお越しください！

後夜祭
学祭のトリをかざる後夜祭！！

最期に最高に盛り上がりましょう！！

毎年恒例のビンゴ大会では、今年も豪華な賞品がたくさん！

企画では、みなさんの心の叫びをステージの上で披露！

もしかしたら告白もあるかも…？

他にも最高に楽しいイベント盛りだくさん！

ぜひ、ご参加下さい！！

内容　・心の叫び！ YOU達楽になっちゃいな YO！！

　　　・カラオケ企画優秀者表彰　　・三重大ダンス

　　　・フォトセレモニー　　　　　・レーザーショー

　　　・ビンゴ大会　

※ビンゴカード配布場所：本部、山翠ホール前　15：00 ～

　ビンゴカードの枚数には限りがあります。お早目にお越しください。

　本祭中もビンゴカード配布場所が示された看板がございます。

プレブース

<主な催し >

●密告中

今年も「密告中」を終日行います。学祭委員のつけているゼッケンの

番号を参加用紙に書いてお持ちください。

●写真展示・写真配布・アンケート

過去のプレイベントの写真展示やアンケートを実施しています。

●ミニゲーム

お子様用のミニゲームもご用意しています。

MMF～Mie Music Festival ～

三重大生による様々なジャンルのバンド演奏！盛り上がる事間違いなし！

聞いて動いて楽しもう！

スタンプラリー

５箇所のチェックポイントをまわってスタンプを集めて、５文字の

言葉を完成させよう♪チビうさぎのマークがチェックポイントの目印。

５箇所の中には楽しいミニゲームもあるよ。言葉が完成したらゴール

で素敵な賞品をプレゼント！　※賞品の数には限りがあります。

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 /子ども企画

体育館企画

M-1 コンテスト 毎年恒例！マンモ津フリーマーケット！

第一体育館にて開催しているので、是非一度足を運んでください！

掘り出し物があるかもしれませんよ！

モギ☆ステージ
～わたしのお店がNo.1 ～

模擬店出店する団体さんにお店をアピールしてもらおう

という企画です！

キーワードクイズもやります (^O^)

答えを当てて景品をゲットしよー！

今年の目玉といったらM-1 ！！

 今年のM-1 は一味違う！ (　゜д゜　) ！

 本当かどうかは是非実際に見に来てください〓

 観客の皆さんと盛り上がれるゲームがたくさんあります！！！

投票用紙配布場所：本部、正門ゲート、水産門ゲート

女装コンテスト

三重大学の学祭目玉の一つとなりました！！

三重大学の裏の美女No.1 を決める女装コンテスト！！

体育館に美女が集結します！！

今年もやります！！スポーツ企画！！熱い戦いの幕開けだ！！

応援来てくださいね！☆

カラオケ企画
～みんなの前で歌うときもてぃ～ぞ \(^O^)ﾉ～

三重大恒例のカラオケ大会♪

歌うの大好き！歌自慢の三重大生が集まって、

素敵な歌声を披露します☆響け！みんなの心に \ (^O^)/

10:00 ～ 10:15 　三重大学体育会応援団

10:55 ～ 11:50　モギ☆ステージ

10:20 ～ 10:50　アンサンブルサークル

11:55 ～ 12:35　三重大学ダンス部　

12:40 ～ 13:30　極津

13:35 ～ 14:55
アカペラサークル

Pioneer

10 :00 ～ 10:45　

10:50 ～ 11:10　空手道部

11:15 ～ 11:45　マクゴナガル先生と一緒

11:50 ～ 12:20　エレクトーンサークル 23

12:25 ～ 13:35　女装コンテスト

13:40 ～ 14:00　天狗ぅ

14:05 ～ 15:05　NEXT　

15:10 ～ 15:40　極津

15:45 ～ 16:30　

三重大学ジャグリングサークル
「ジャグリアーノ !」

三重大学ジャグリングサークル
「ジャグリアーノ !」

10:00 ～ 10:45　
三重大学ジャグリングサークル
「ジャグリアーノ !」

10:50 ～ 11:05　合気道部

11:10 ～ 11:40　マクゴナガル先生と一緒

11:45 ～ 11:55　吹奏楽団

12:00 ～ 12:30　エレクトーンサークル 23

12:35 ～ 13:35　極津

13:40 ～ 14:45　M-1 コンテスト

14:50 ～ 15:20

15:25 ～ 15:55　MR.month

16 : 00 ～ 16:20　天狗ぅ

16:25 ～ 17:25　NEXT

17 :30 ～　　　 後夜祭

三重大フラメンコサークル
ＯＬＥ！

10 : 20 ～ 10:30　吹奏楽団

10:35 ～ 11:05 三重大フラメンコサークル
ＯＬＥ！

11:10 ～ 11:50　三重大学ダンス部

12:00 ～ 13:15　カラオケ企画

13:30 ～ 14:30　ゆるキャラステージ

14:40 ～ 15:00　天狗ぅ

15:10 ～ 15:25　医学部看護学科 4年

15:30 ～ 16:00　極津

16:10 ～ 16:55　
三重大学ジャグリングサークル
「ジャグリアーノ !」

両日開催　10:00~15:00　第一食堂

両日開催　10:00~15:00

両日開催　終日　第一体育館前

2 日（土）10:55~11:50 メインステージ

3日（日）　13:40~14:45 メインステージ

2 日（土）　12:25~13:35　体育館ステージ

両日開催　10:15~15:25　MMFステージ

スポーツ企画

両日開催　サッカー

2 日（土）　10:00~17:00
3 日（日）　10:00~16:00 第一体育館

2 日（土）開催　バスケットボール

3日（日）   開催　バレーボール

10:30 ～ 15:50　　陸上競技場

10:00 ～ 16:00 予定　屋内トレーニング場　
（体育館奥）

10:00 ～ 16:00 予定　屋内トレーニング場
（体育館奥）

3 日（日）12:00~13:15　第一体育館 3日（日）15:00~　三翠ホール

医学部はまゆう祭
夜回り先生として知られる「水谷修」先生をお呼びし、

三翠ホール大ホールにて「こどもといのち」をテーマに

公演を行っていただきます。

＊14:30 開場、15:00 開演、入場無料！

3 日（日）17:30~　メインステージ

両日開催　10:00~18:00　MMFステージ前　

100 分

食べ放題

ご予約

お待ちしております。

津市上浜町 1-293-1 TEL 059-213-5770

お席で注文！

これ一枚で大人 10 名様以上の団体様 10％off！（有効期限 11 月末まで）

ご来店・

10：15 ～ 10:45　Vermut（ベルモット）

10:55 ～ 11:25　ハンナ

11:35 ～ 12:05　オカモトズ

12:15 ～ 12:45　だいちゃん

12:55 ～ 13:25　Sweet White Strawberry

13:35 ～ 14:05　UMAN WITH A MISSION　

14:15~14:45　ドげざえもん

14:55 ～ 15:25　スーパーストロングマシーン　

10:15 ～ 10:45　Mad Hat thief

10:55 ～ 11:25　うるおい百人一首

11:35 ～ 12:05　井端のヒットは初恋の味

12:15 ～ 12:45　New York city

12:55 ～ 13:25　めんそーれ

13:35 ～ 14:05　Fictional Function

14:15 ～ 14:45　すぎっとほらいずん

14:55 ～ 15:25　JIO-Ra

私達ベルモットは 3年生 4人組のバンドで、

主に L’ Arc~en~Ciel や Acid Black などのコピーを

しています。楽しく演奏出来たらいいなと思います。

よろしくお願いします。

聴かないとしまわれちゃうよ～（；∞；）

UNION SQUARE GARDEN のコピーバンドです。アニメ

「TIGER&BUNNY」の主題歌にもなった「オリオンをなぞる」

「リニアブルーを聴きながら」等の知名度の高い曲を中心に

明るいポップな曲を演奏します。

Rock ゴリ押し！ロック丸出し！ロックホンモノ！ロック

顔負け！ロックチンピラ！ロック瀬戸際！

四日市・津・鈴鹿を中心に V系バンドのコピーバンドとして

活動しています！！激しくて楽しいステージを届けるので

よろしくお願いします！！

オレ達ハ、アノ有名ナ究極ノ生命体、MAN WITH A MISSION

ノ試作品、UMAN WITH A MISSION、一緒二暴レヨウゼ、

ヒヒーン

三重大軽音楽部 2年生バンドのドげざえもんです。元気な

曲を多くやるバンドです。楽しいライブにできるように

頑張ります！よろしくお願いします！

カートコ・バーン博士率いる「Lithium軍団」の一派として

世界征服を目的に暗躍。後に日本で聴いた音楽に心奪われ改心。

20XX 年より、スーパーストロングマシーンの名で音楽活動を開始。

ひょんなことから、1年生から 4年生までが集まり、バンドを組む

ことになりました。一見バラバラそうな僕たちですがみなさんを

楽しませられるようにがんばります。

皆さんには潤って頂きたいのです。

みんなが知っている人気曲をいっぱいやります。

僕たちはポップと V系の中間のロックを多くやっています。特に

ラルクを多くカバーしています。本番はノリノリな曲から静かな曲、

アニソンま色々な曲を演奏しようと思うので、ぜひ観に来て下さい。

皆さん、こんにちは！めんそーれです！普段は医学部軽音サークル

” BAG” で活動していますが、今回、逆にこのMMFで演奏させて

頂くことになり、メンバー一同、とても楽しみです。メンバー一同、

精一杯練習して会場を盛り上げますので、応援よろしくお願いします！

Fictional Function は異なるジャンルを演奏してきたメンバーで構成

されているので爽快感から哀愁まで様々な感覚がミックスされています。

演奏面でも、練習の鬼であるギタリストのソロは必見。今回はコピー、

オリジナル共にハード寄りの曲が多いのでここ一番のアクセントに是非

Fictional Function をどうぞ！

すぎっとほらいずんの 2nd ライブを括目せよ！！！

全学軽音楽部所属の 4人組 JIO-Ra です。のりやすい重めの

曲をやりますので、皆も盛り上がってください。怪我には

気を付けて一緒に楽しみましょう。
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9:00 ～ 19:00

進華

　


