
「Clap your mind」 3211/ 水 金4木祝

☆ドラマやバラエティーに数多く出演され
ている俳優さんが京女に来てくれます。

12：00～
time

体育館
place

第69回
今年のテーマは

☆色 な々ジャンルの音楽を楽しめる
ところが見どころです！

ライブ企画 “藤ふぇす！”

２日（水）11：40～ ４日（金）11：00～
time

野外ステージ
place

2日アパレル造形同好会～twinkle～

ファッションショー

11：00～、
14：00～（２回公演）

time

体育館
place

☆ゲスト　ラフ次元、8.6秒バズーカー、
パーティーパーティー

16：00～
time

野外ステージ
place

吉本お笑いライブ！4日

☆４つのお題に出場者が挑みます。
　観覧の方も楽しめるイベントです。

14：30～
time

野外ステージ
place

京女○○選手権4日

藤花祭最後を飾るイベントです!!
皆さんで最後まで盛り上げましょう!!

17：00～
time

野外ステージ
place

ファイナル　ビンゴ大会（景品先着50名）4日

トークショー
ゲスト「速水もこみち」さん

☆京女でいちばん歌が上手い学生
または団体を決めるイベントで
す!!

16：00～
time

野外ステージ
place

うたおう!!“sing sing sing”2日
☆音楽隊、工作コーナー、
人形劇、ゲームコーナー

こどもひろば（京都女子大学
児童学科企画）2日

☆迫力満点のパフォーマンスです！
　皆さんで盛り上がりましょう♪

16：00～
time

野外ステージ
place

パフォーマンス

毎年恒例の京都女子大学のミスコンです。
才色兼備のNO.1を決めるのはあなた！

14：00～
time

野外ステージ
place

U校舎
place

京おんな大和撫子選手権2016

☆各クラブ、サークルがそれぞれの個性を
生かした素敵なパフォーマンスを披露し
てくれます！
11：30 ～　京炎 そでふれ！ 京小町
13：30 ～　チアリーディング部 GALAXIE
14：40 ～　バトントワリング部

体育館
place

体育館でのクラブ公演

☆各県の特産品販売、就職案内をします。

14：00～
time

体育館前
place

3日3日 3日

四国のまほろば徳島県美馬市の産地直送の野
菜・加工品を販売します。

10：00～17：00
time

B門正面テント
place

ええね美馬（野菜市）3日

3日

3日

藤花祭で色 な々県を知ろう!!コラボ企画!!

出場県：石川県、香川県、徳島県、鳥取県
　　　　長野県、広島県、滋賀県、群馬県
　　　　福井県、新潟県、北海道
★ゆるキャラによるダンスパフォーマンス
★徳島県による阿波踊り

☆詳しくはホームページをご覧下さい。

http://touka69.jimdo.com

4日
2日

たくさんのダンスグループが集まって、ダンスを
披露してくれます。

WE♥DANCE

17：00～
time

野外ステージ
place

3日

4日

211/
水

411/ 金

311/

２日（水）　 10：00～15：00
３日（木・祝）10：00～16：00

time

木
祝

京都美容専門学校ブース
12：00～16：00
time

Y校舎Y101教室
place

3日

KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY TOUKA FESTIVAL69    KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY TOUKA FESTIVAL69    KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY TOUKA FESTIVAL69   KYOTO WOMEN'S UNIVERSITY TOUKA FESTIVAL69 



タイムスケジュール

10：00～ ボランティア・手話同好会MORE a野外ステージ
10：20～ オープニング a野外ステージ

10：45～ PISTERIA a野外ステージ

11：00～ アパレル造形同好会～twinkle～ a体育館

11：15～ すらあころん a野外ステージ

11：30～ チアリーディング部GALAXIE a体育館前

11：30～ 雅楽部 a学生ホール

11：40～ “藤ふぇす！” a野外ステージ

13：00～ 合氣道部 a体育館地下練習室１

13：00～ 京炎 そでふれ！京小町 a体育館前

13：30～ 交響楽団 a音楽棟

13：30～ カジュアルダンスサークル凛 a体育館前

13：45～ Wind Orchestra a学生ホール

14：00～ アパレル造形同好会～twinkle～ a体育館

14：00～ バトントワリング部 a体育館前

14：30～ 創作舞踊部 a体育館前

15：00～ ダンスクラブUnlimited∞ a野外ステージ

15：00～ 東山警察署 a体育館前

15：30～ 軽音楽部あほうどり a学生ホール

16：00～ うたおう!!“sing sing sing” a野外ステージ

17：30～ カジュアルダンスサークル凛 a野外ステージ

10：00～ 女声合唱団 a野外ステージ

10：30～ マンドリンオーケストラ a野外ステージ

11：00～ “藤ふぇす！” a野外ステージ

11：30～ 京炎 そでふれ！京小町 a体育館

12：45～ 軽音楽フォークソング部 a学生ホール

13：30～ チアリーディング部GALAXIE a体育館

13：30～ カジュアルダンスサークル凛 a体育館前

14：00～ 創作舞踊部 a体育館前

14：30～ 京女○○選手権 a野外ステージ

14：40～ バトントワリング部 a体育館

15：30～ カジュアルダンスサークル凛 a野外ステージ

15：50～ 一輪車ソロパフォーマンス a体育館

16：00～ 吉本お笑いライブ！  a野外ステージ

17：00～ ファイナル a野外ステージ

第69回

10：10～ 空手同好会 a野外ステージ

10：30～ 能楽部観世会 a野外ステージ

11：00～ 少林寺拳法部 a野外ステージ

11：20～ 能楽部宝生会 a野外ステージ

11：30～ 舞踏研究会 a学生ホール

11：40～ 京炎 そでふれ！京小町 a野外ステージ

12：00～ 「速水もこみち」さんトークショー a体育館

12：20～ カジュアルダンスサークル凛 a野外ステージ

13：10～ ダンスパフォーマンスサークル Cotton Candy a野外ステージ

14：00～ 京おんな大和撫子選手権2016 a野外ステージ

14：00～ ゆるキャラ・阿波踊り a体育館前

15：00～ 舞踏研究会 a学生ホール

15：30～ 創作舞踊部 a野外ステージ

16：00～ パフォーマンス a野外ステージ

16：30～ ダンスクラブ Unlimited∞ a体育館

17：00～ ダンス企画 WE♥DANCE a野外ステージ

うちの看板むすめ選挙

◉10：00～18：00
　※11/4（金）は15：00まで
　本部横東山区選挙管理委員会ブース

あなたの一票で京女一の看板むすめが決まる！
これぞ！という看板むすめに投票してください。

オムロン パーソネル株式会社ブース おしごとCafé
◉Y校舎Y111教室

ワコール×藤花祭コラボ企画
◉11：00～17：00　C校舎C304教室

ビーズ☆ブレスレット作り ◉11：00～15：00
　B校舎前ブース
※参加費200円が必要です!!

好きなビーズを選んで、オリジナル
のブレスレットを作ってみよう♪

スタンプリンセス

◉景品交換場所→本部横のブース
※景品がなくなり次第終了と
　させていただきますのでご了承ください。
◉雨天時は中止とさせていただきます。

校内に迷い込んだ６人のプリンセスを
見つけ出し、スタンプをもらおう！
見事、全員を見つけ出した方には景品
をプレゼントします！
（お一人さま１回まででお願いします。）

京女＊京大オリジナルグッズ

◉販売場所→インフォメーション
※なくなり次第、販売終了とさせていた
　だきますのでご了承ください。

昨年度好評だった京女と京大でコラボ
したオリジナルグッズを今年も販売し
ます!!今回はノートと二色の蛍光ペン
を制作しました☆
京女のシンボル《藤の花》と京大のシ
ンボル《クスの木》をモチーフにした
デザインとなっています！
今年の藤花祭限定です♪
記念にいかがですか？

藤の気持ち
～藤花祭でありがとうの気持ちを伝えませんか？～

◉本部横メッセージボード

今年度の藤花祭のテーマ「Clap your mind」にちな
んで来場者の皆さんに伝えたい感謝の言葉を募集しま
す！日頃恥ずかしくて言えない感謝の気持ちを藤の花で
伝えましょう♪皆さんのご参加お待ちしております☆

3211/ 水

211/ Wednesday
水

Friday
金311/ Thursday

金4木祝
411/

全日開催イベント211/ ～水 金4 たべあそびマップ!!

◉福引実施場所
→本部横のブース

教室展示を見学したり模擬店
で購入したりするともらえる
シールを５つ集めて福引にチ
ャレンジ！（お一人様３回まで）
ハズレなしで参加者全員に景
品があります。

※必ず教室展示、模擬店の２種
類のシールを合わせて５つ
にしてください。

※景品がなくなり次第終了と
させていただきますのでご
了承ください。

木祝


