
【注意事項】・6 歳未満 ( 未就学児童 ) のお子様、妊婦の方の入場は堅くお断り致します。・駐車場の数に限りがございますので、ご来場の際は公共
交通機関でお越し下さい。・座席はステージ前方からの販売になります。座席の指定は出来ません。・チケットは売り切れ次第、販売を終了します。・
車椅子でご来場の方の座席は、車椅子スペースへのご案内となります。( 同伴者の方も、チケット代金は必要です。) チケットの購入が済みましたら、
当委員会までご連絡をお願い致します。・ピンヒール及びハイヒールやピアス等の着用はお控え下さい。・当委員会では手荷物のお預かりは出来ませ
んので、コインロッカーをお使い下さい。なお、いかなる事情 ( 紛失、消失、盗難等 )も当委員会は一切責任を負いません。・会場施設での建物や付
帯設備等、もしくは施設周辺の建物を破損した場合、当委員会は一切責任を負いません。なお、破損物は弁償して頂きます。・会場内での録音、撮
影機器 (カメラ、テープレコーダー、ビデオ等 )の持ち込み、使用は禁止しておりますので、係員のチェックにご協力下さい。
・開演中は入場制限を致します。・ダイブ及びモッシュなどの危険行為は固く禁止します。

【ご参加にあたってのお願い】「福岡大学 第 67 回七隈祭前夜祭ライブ」は、新型コロナウイルス感染防止対策に細心の注意を払い、お客様とそのご家族、
出演者、スタッフの健康と安全の確保を最優先に考え、出来うる限りの感染予防対策を講じた上で開催を予定しております。ご来場予定のお客様は、
チケットをご購入頂く前に必ず当委員会の公式 Twitter(@nanakumasai67) にアップロードさせて頂く「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を
お読み頂き、新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願い申し上げます。なお、「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の内容は政府・
自治体などの方針に則り、必要に応じて変更となる場合がございますので、公演の前に再度ご確認下さいますようお願い致します。

〒814-0180福岡市城南区七隈八丁目19-1　TEL・FAX 092-862-9336
E-mail ／ kai00003@cis.fukuoka-u.ac.jp
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福岡大学 第67回学園祭

七隈祭
2022

本年度の前夜祭アーティストは「Saucy Dog 」に決定しました!
若者を中心に人気急上昇中のバンドが七隈祭にやって来ます!
あなたも時間を忘れて夢中になれる空間を一緒に作り上げよう!!

前夜祭Live

11/1
TUE

福岡県福岡市中央区天神5丁目1番23号
アクセス：https://fukuoka-civichall.jp/access/ ※福岡市民会館HP内

福岡市民会館 大ホール
OPEN   17：30
START 18：30

学内先行販売価格 ￥1,500
※本校学生 のみ購入可能

本校学生 / 2022年9月19日(月・祝) ～ 22日(木)  12：20～16：20(学内先行販売 )
一　　般 / 2022年9月27日(火)　10：00より(チケットぴあ)

本校学生 / 福大内 バス停 横 通用門側 (学内先行販売のみ)
一　　般 / チケットぴあ　Pコード：648-690(お一人様 4枚まで購入可能 )

・福大前バス停横 (通用門側 )にて販売します。・12：20～16：20まで販売します。
・本学学生を対象としたチケット販売となりますので、学生証の提示をお願いします。
　(不正入場防止の為、入場時にランダムで学生証の確認を行わせて頂きます。)
・お一人様、4枚まで購入可能です。・チケットは売り切れ次第、販売を終了します。

学内先行販売
注意事項

発売日

チケット
販売場所

前夜祭ライブ に関するお問い合わせ は こちら：nanakumasai.live.info@gmail.com 

一般販売価格

第67回 福岡大学七隈祭

￥3,000
※お一人 様 ４ 枚まで 購入可能

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策実施のもと行います。コロナ対策

https://nanakumasai67.com/
@nanakumasai67
@nanakumasai _67
@nanakumasai67
「七隈祭YouTubeチャンネル」で検索！
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TikTok

YouTube

https://nanakumasai67.com/
@nanakumasai67
@nanakumasai _67
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511
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トークショー

今年は雅祭と合同開催！

今年も素敵なゲストをお迎えしての
トークショーを行います！

TALKSHOW

お楽しみに！

詳細は七隈祭公式 Twitter、
Instagram、HPにて公開！



10 号館2階1023番教室
13:00～17:00

お祭り広場特設ステージ
16:30～18:45

※少雨決行　　 雨天中止

サッカー大会…11/3（木）サッカー場 
運 動 会 ………11/4（金）  一般グラウンドラグビー場西側
サッカー大会／12:10～16:50　運動会／10:00～16:30

ART STAGE Zero
～ Eve of the revolution ～

有朋ロータリー特設ステージ
雨天中止
12:20～12:50

場所

時間

10 
28
金

ART STAGE Zeroでは ART STAGE に出場する団体が
パフォーマンスと PR を行います！七隈祭の先駆けとなる
イベントですので是非みなさんお越しください！

お祭り広場特設ステージ
８号館3階 831番教室
11:00 ～14:00

場所

時間

ART STAGE 1st
～ Eve of the revolution ～

ART STAGE 1stは福大に所属するサークルや団体に
よる個性豊かなパフォーマンスをご覧いただけます。
ダンス、演奏など楽しめるパフォーマンスが盛りだくさ
んです！

INFINITY
～ スポーツデー大会 2022～

11 
3
木

11 
3
木

11 
4
金

今年度はサッカー大会と運動会を行います！
サッカー大会では、予選を勝ち抜いてきた選手たちの
大激闘をどうぞご覧ください！運動会では、大縄跳び、
ドッジボール、リレーの３種目で優勝を競います！
また、 投票及びアンケートにご協力頂いた方には景品
が当たる抽選を用意しております。
ぜひ会場まで足をお運びください (^^)

うっめぇうっめぇうっめぇわ！
歌うま王座決定戦 2022

本年度のフリーステージ企画では、歌うま王座決定戦を
行います！出場者の素敵な歌声をどうぞお楽しみに！

場所
時間

後夜祭 ～煌～

今年も福岡大学に縁のある様々な団体に出演いただき、
クライマックスに相応しいミュージックステージをお届けします♪
感動のフィナーレを見逃すな！

有頂天外(e スポーツ企画 )

e スポーツで対決します！
本年度は、 超有名なあの人気ゲーム！！！
興味のある方は、ぜひお越しください！

　 雨天時サッカー大会のみ延期
11/12（土） 10：00～14：20　サッカー場
※ 運動会の延期は行いません。 雨天時は中止となります。 

お祭り広場特設ステージ
８号館3階 831番教室
11:00 ～13:00

Miss & Mr FukudaiContest 2022

トークショーやドレスアップショーを行い、
個性豊かで魅力的なNO.１福大生を決めよう！

場所

時間

お祭り広場特設ステージ
８号館3階 831番教室
15:00～16:00

FUKUDAI collection
(ファッションショー企画 ) 

福岡大学のおしゃれさん大集合!ジャンル別に
いろんなファッションをご覧いただけます !
おしゃれさんの服装を参考にみんなもおしゃれに !

おかえり！ 模擬店KING ～2022～

場所

時間

お祭り広場特設ステージ
有朋会館3階大ホール

12:00～14:00

OUR BEATS 
( 他大学合同フェスダンス企画 )

福岡県内のダンスサークルが集まりダンスパフォーマンスをする
イベントです！ 様々なジャンルのダンスパフォーマンスで盛り上
がること間違いなし！ 

場所

時間

60周年記念館ヘリオス１階ロビー
13:30～16:30

ART STAGE 2nd
～ Eve of the revolution ～

ART STAGE 2ndは福大に所属するサークルや団体による
素敵なパフォーマンスをご覧いただけます。歌や演奏など、
みなさんの心に残る、感動的なステージをお届けします !

場所

時間

場所
時間

場所
時間

Fukuoka link 2022
( 他大学フェスバンド企画 )

有朋ロータリー特設ステージ
60周年記念館ヘリオス１階ロビー

13:00～16:30
他大学合同フェスバンド企画は今年度大注目の新企画です！
福岡県内から様々なバンドを集めて七隈祭の大舞台でバンド
フェスを行います！みなさん、一緒に熱いフェスにしましょう！

来場者の投票により、模擬店KINGを決定します！
また、集めたモキンビンゴでご来場いただいたみなさんに
豪華景品が当たるチャンスも！！ぜひ足をお運びください！ 

場所

時間

お祭り広場
11/3(木) 11：00～17：00 
11/4(金) 10：00～17：00 
11/5(土) 10：00～15：00
11/3(木) 11：00～17：15
11/4(金) 10：00～17：15
11/5(土) 10：00～15：15
11/3(木) 11：00～17：15
11/4(金) 10：00～17：15
11/5(土) 10：00～15：15 

場 所

模擬店
営業時間

モキンビンゴ
受付時間

景品交換
時間

星繋ぎ
～スタンプを集めて豪華景品をつかみとれ！ ～

展示教室を見て、クイズに答えよう！クイズに正解するとスタンプがもらえるよ！
どんどんスタンプを集めて、くじを引こう！

60周年記念館ヘリオス前案内所
11/3 (木) 11：20～17：20
11/4 (金) 10：20～17：20
11/5 (土） 10：20～15：20

抽選場所

抽選時間

文系センター棟１階プラザ 50
11/3(木) 13:00～17:00
11/4(金) 10 :00～17:00
11/5(土) 10 :00～15:30

福岡大学周辺の地域の方々の作品を中心に、沢山の
芸術作品を展示しております。他にも、ご来場いただく
みなさんが実際に作品づくりに参加できる、体験コー
ナーや来場者参加型の作品コーナーもあります。
七隈祭最終日には、来場者参加型の作品の完成品を
展示します。ぜひ足をお運びください。

場所

時間

第67回七隈際地域展示企画
～ 喜 紡 ～

※ イベントの企画内容及び時間は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

福岡大学 第67回学園祭 スケジュール七隈祭2022

11 
4
金

11 
5
土有朋ロータリー特設ステージ

有朋会館3階大ホール
11:30 ～13:30

場所

時間

11 
3
木

11 
4
金

11 
5
土

OUR BEATS 

雅祭 ～Breakthrough～

あの大人気お笑い芸人〇〇が七隈祭に！？
サイン抽選会もあるよ！！

1 1 
3木

お祭り広場特設ステージ
８号館3階 831番教室
15:00 ～15 :30

場所

時間

今年は七隈祭と合同開催！

～ Break through ～


