逃走中2017inヒガタニ

タイムスケジュール

第5案 ※参加児童２００名

ハンター３０名

ボランティア１３名

おやじの会２３名（合計４６名）

※紫は決定事項、赤は変更事項、青文字はハンター関係、緑はポイント（解放が4回あり、ミッションも4回）
時間経過 本題
8:00 会場設営
12:00 受付開始

合計２４９名

内容

ハンター

ポイント

アナウンス（東條）

トラック13台搬入・観覧席設置など下記参照

遊具禁止の張り紙、舞台側にシート張り

階元さんのトラックは無し

収容所の呼び方→「クーボの巣」

受付は12時開始で体育館前に集合。12時30分受付終了

ハンターは2階でハンター講座

保護者も一緒に入る

※300円の集金係と受付で12人（集金後→窪（妻）へ）

ミッションごとに捕まえる量を指示

体育館で待つように

受付でカードとヒモを渡す・受付用のテーブル２～３コ

中学生には特に注意

受付開始前にお弁当（お弁当は持参）
→防寒対策の為体操服中止※児童の色確認→1年赤、2年黒、3年オレンジ、4年青、5年紫、6年緑
12:35 映像スタート

照明を落とし（ふのきさん）映像約7分がスタート

映像終了後2階のカーテン開ける（東さん）

12:45 説明（東條）

ルール説明・ポイントカード配布（ルールブックは事前配布） 先生＆全ハンターはステージ裏で待機
捕まったら帽子をオレンジから白に変えて収容所へ

映像の開始合図
説明は約10分

スタンプ係6名配置
映像後、見張り係６名、誘導係３名も所定位置へ。

13:00 移動

映像終了後、ステージ上でハンター演出
暗幕オープン演出（ドライアイス石井さん）セリフ（窪）

ナレーション
一度は全ハンターは体育館2階へ

校庭に移動しスタート。5分逃走。5分後に救出ミッション開始 ハンター10人投入

捕まるとマイナス１

ミッションの合図は笛を2回吹く（東條）

誘導係が連れて行く

100人目安で捕まえる。

13:05 1解放ミッション お札を貼られた先生達が本部前へ連れてこられる

１ミッションの合図

先生＆児童救出ミッション・5分たったらパズルのピース（中脇さん）を見張り役が設置（学年ごとに配置）
13:15 パズル

本部にピースを持ってきて完成したら先生のお札が取れて解放

本部へは近づかない

クリアポイント2 クリアの実況中継

捕まってた子供も解放。その後、先生も一緒に逃げる

先生も捕まえる

16人にスタンプ

13:15 解放後再び逃走開始

15分～25分まで10分逃走開始

ハンター５人追加
150人目安で捕まえる

ハンター追加の合図
捕まるとマイナス１

13:25 2解放ミッション 収容所から全員が解放されるミッション
玉入れ

解放＆逃走の合図

2ミッションの合図

お手玉50個をハンターが設置
校庭からお手玉を拾い収容所にいる人に届ける

ミッション中も捕まえる

収容所の子も持っている場合もある。カゴは学校から借りる。

クリアポイント2 お手玉=ポイント
50人にポイント

を案内

お手玉を持ってる子を捕まえたらお手玉はハンターが元に戻す。
13:30 玉入れスタート 玉入れミッションを行うのは収容所の人のほう。玉入れの想定時間２～３分

クリアの実況中継

クリア後、児童は解放され30秒間だけ逃走。その後休憩の合図で体育館へ
13時30 休憩時間
20分間休憩

お菓子とジュースを配る。休憩中は体育館から出ないように。 休憩中に親父の会は次の準備
休憩中に「教頭先生はハンターの弱点をググってる」と説明

解放＆休憩の合図

SPはステージ裏へ待機
（ハチマキにスーパーハンターと書く）

13:50 後半戦スタート 休憩終了後ステージ上で演出→校庭移動。再び10分間逃走

スーパーハンター11人投入 捕まるとマイナス１ 後半開始の合図

窪、熊迫、追立、原田、東ここ、りん、内村、井上、永野、ふのき、森山 SPのアナウンス

14:00 3解放ミッション 10分たったら校長先生＆児童救出ミッション開始。
観覧者借り物

100人目安で捕まえる

アナウンスと同時に親父の会が指示書（東條さん作成）をトラックに貼る。
12個のボールを観覧者から集める。指示書の内容は東條さんが考案

14:10 クリア＆逃走開始 アイテムが全部揃うと校長の牢屋が開き解放。児童も解放。再び逃走開始。
14:10 クーボス登場

3ミッションの合図
指示書の案内
クリアポイント3 校長解放の実況中継
12人にポイント

逃走開始の案内

（東條さんが開き剥がす）校長先生は1分間のみ無敵

校長無敵の案内

本部前からクーボスが全ハンターを引き連れ登場しセリフ（窪）→最後の逃走開始10分間

登場の実況中継

全ハンター
180人捕まえる
14:20 4ラストミッション
10分たったらラストミッション開始（同時に捕まった子はポイントカード回収）
解放なぞとき

捕まるとマイナス１
残っている子にプラス３

永田教頭先生より「ハンターは校歌が弱点」のアナウンス。

4ミッションの合図

校歌が流れて（内村さん）ハンターは校庭の真ん中でうずくまる

教頭登場の合図

収容所に各学年の謎の問題（井上君作成）をもった6名（見張り係の人）がいき謎解きに挑戦

校歌の合図

6人はイスを持っていき謎が書かれたプラカードを掲げる

なぞ解きの指示

各学年がクリアするごとに「トラ・ック・をう・ご・か・せ」の文字が出てくる仕掛けを作る。
14:30 皆元さん登場

暗号が完成するまでは放置し気づいた時点で皆元さんが登場する。

しばらく放置

トラックを少し動かすと下に指令が入っている封筒がある。

収容所近くで待つ

校長が鍵で収容所を開ける。最後の指令を校長が読む。
14:40 追い込み作戦

指令「みんなで手を繋ぎハンターを囲め！」「校歌を歌いながらハンターをトラックに入れるんだ」

一連の実況中継

トラック（3台のミニトラック）に全ハンター（入る際に札を貼られる）が入ったら校長が大札をトラックに貼って封印！で出発。
14:45 終了

体育館へ移動

14:50 集計・撤収

ポイント集計班と片付け班に分ける。ポイント集計はお母さん達で

最高点は12点

ポイントカードの返還→体育館で表彰式→会長挨拶→校長先生挨拶

各学年1位を発表

15時 表彰式
写真撮影

写真撮影は永野さんか上村さん

体育館へ誘導

役割分担表（各リーダ）
※↓は親父の会が担当

担当者

内容

タイムスケジュール

窪

当日の運営管理

ミッション・先生指示

窪

東條さんに各ミッションの発動指示。先生方へのミッション指示。

ストーリー

中馬・東條

東谷山小学校と惑星クーボを舞台にしたミッションクリア型逃走中

ルールブック

大木・東條

ルールブック配布、ポイント配分やポイントカードの配布、ボランティアスタッフへの案内文配布

窪

2月6日に事前配布（東條さん作成）※2月5日には203名分を封筒詰め。（封筒は大木さん作成）

進行

東條

当日の司会進行役

音響

内村

テーマソング、校歌の音楽担当者（東条さんは司会）

映像

中馬

始まりの映像演出

窪（妻）・原田

予算60,900円（参加費300円×201人）保険250人分8,750円（1人36円）、景品代13,300円（一人1,150円）

ポイントカード

予算管理

※おやじの会も全員当日は黒の上下＆サングラス

中馬さんの撮影代10,000円

お菓子50円+飲み物代50円×220個

20,000円

合計52,000円

残りは準備費

大人の飲み物はキーパーと飴（東）とポット（窪）も用意
※↓はハンター、ボランティアスタッフが担当
ハンター

追立

森山

内容
ハンターの割り振り、出現タイミングの指示管理、おやじの会からのハンターは状況判断で参加
東、別井、東、水流、梅元、松元、田中、スーパーハンターは永野、ふのき、井上

障害物
道具・作成係

石井・皆元

トラック13台での障害物設置

大木・中島・渡邊

事前準備→鍵、校章パズル、お札と大お札、赤十字マーク、キーパー、飴、東家テント、保冷剤

谷川・高吉・原田

学校から借りる→本部テント、お手玉、遊具禁止、スピーカー、救急セット（学校より）、ビブス12枚
観覧席→パイプイス、長机×２５、ロープ、コーン

プロジェクター

収容所→サッカーゴール、ロープ
各飾りつけ

中脇・税所

飾りつけ→収容所（税所）、トラック（中脇）、玉入れ（大木）

お菓子・景品

東・窪妻

お菓子の発注（東）1年～6年の男女1人づつに景品（窪妻）贈呈

児童のとりまとめ

窪（妻）

当日の受付指示（12名）参加費の集計

スタンプ係6名

東（妻）

ポイントカードの管理。各ミッションと捕まった子のスタンプの押し方を指示

中島（妻）

児童の安全確保、収容所への連行。足りなければ当日参加の方にもお願い。

宮原

立ち入り禁止区域の場所に番号を振って安全確認。

誘導係3名
見張り係6名

ポイントの集計

侵入不可の場所には立ち入り禁止のテープ。遊具には禁止の張り紙。あとは保護者で見張る
看護

新小田、石井、上村

緊急時の対応スタッフ。本部横に設置。

神谷
写真・ビデオ

写真

永野、上村、

ビデオ

打ち上げの時プロジェクター（石井）で写真（永野）だけスライドショー

井上or税所

打ち合わせ日
2月5日㈰10時～

第4回逃走中会議

決定事項通達と精査

2月10日㈮19時～

第5回逃走中会議

最終確認＆下準備

2月11日㈯12時～

逃走中開催

18時より小原町公民館で打ち上げ
子供達も参加可能

2月10日までに準備するもの

当日の準備（※名前は責任者です）

ポイントカード×205枚窪

トラック13台搬入石井

SP用のハチマキ11枚窪（白いハチマキ）

収容所作成（入口と出口）税所

パスケース210個大木

受付作成（6列の集金場所）東、窪（妻）

スタンプ印鑑6個大木、窪

体育館へのシート張り大木（舞台側）

観覧者ミッションの紙12枚東條

音響設置東条

お手玉50個大木とカゴへ装飾大木

映像準備中馬

ジュース、お菓子220個袋詰め東

キーパー２個（お茶とポカリ）と大人用の飴東

洋服＆水筒入れのダンボール30個東

案内文→本部、受付東

案内パネル（本部、受付、救急、禁止）永野

案内文→ミッションA3×5枚窪

プラカード×20枚石井、大木

配置図A3×5枚窪スタッフ用20枚窪

・見張り役×6枚（予備3枚）

タイムスケジュール50枚窪

・ポイント役×6枚

ボランティアスタッフ 打ち上げ用オードブル森山

・誘導役×3枚（予備3枚）
・「トラ、ック、をう、ご、か、せ」のボード中脇
・校章パズル16枚と台座中脇
児童、ハンター、ボランティアの名簿表税所
ボールを入れる筒6個東

内村

ビール森山

参加児童＆保護者へのアンケートは終了後に配布

