
～東京六大学野球「早法戦」を応援して早稲田の文化を感じよう～

お問合せ / Inquiries：早稲田大学ICC(異⽂化交流センター）Intercultural Communication Center Tel: 03-5286-3990 E-mail:icc-sports@list.waseda.jp

日 時
場 所

プ ロ グ ラ ム

対 象
言 語
参 加 費

事 前 登 録
登 録 締 切
募 集 人 数

応募時の注意

2018年5月19日(土) 12:00〜15:00（予定）
明治神宮野球場
（JR千駄ヶ谷駅改札集合 、現地解散）
1.応援部の方によるレクチャー
2.観戦
早大生
日本語、英語
①チケットは各自生協で事前購入、もしくは当日購入
（チケット代500円）
②交通費自己負担
右下のＱＲコードよりご登録ください。
5月11日(⾦) 9:00am
40名
※申込者多数の場合は抽選を⾏います。参加の可否は
締切⽇当日にメールでお知らせします。
参加確定後のキャンセルは原則として認めていませんので、
自分のスケジュールをよく確認してから応募登録してください。

事前登録はお早めに！
QRコードはこちら

http://bit.ly/2EChN8Y

早稲⽥⼤学応援部の協⼒のもと、東京六大学野球「早稲田－法政戦
（早法戦）」を観戦し、早稲田の応援文化を感じる熱いツアーです。

応援部の方が、早稲田の応援歌から応援の歴史まで、日本語・英語で
レクチャーしますので,初めて六⼤学野球を観戦する⽅でも⼤丈夫です。
もちろん、一人での参加も大歓迎です!!一緒に肩を組んで早稲田の校歌や、
紺碧の空（第一応援歌）を歌えば、初対面同士でもすぐに打ち解けられるはず。
みんなで応援すれば、何倍も楽しめること間違いありません。

たくさん友達を作りたい方、早稲田の応援文化を感じたい方、
野球に興味のある方、ぜひご参加ください。
早稲田で最も盛り上がるイベントの⼀つ、東京六⼤学野球に参加すれば、
きっともっと早稲田が好きになり、夢中になって応援したくなるはずです！

Date & Time
Place

Program

Eligibility
Language
Fee

Registration
Deadline
Capacity

Important!

May 19 (Sat) 2018, 12:00pm - 3:00pm (Scheduled)
Jingu Stadium（Meet at JR Sendagaya Sta. ticket
gates. Finish at the stadium）
1.Lecture by Waseda University Cheerleading Club
2.Game watching
Waseda students
Japanese, English
①Ticket fee 500 yen ※Please buy by yourself from
the University Co-op or at the stadium on the day.
②Please pay for your own transport to the stadium
Please access through the QR code below.
May 11 (Fri) 9:00am
40 People
*If there are a large number of applications a lottery
will be held to select participants, results announced
on deadline day.
In general cancellations are not accepted. Please
check your own schedule carefully before applying to
participate.

Now the ICC has teamed up with the Waseda University Cheerleading
Club to create an event where you can feel the supporter culture of
Waseda by going to watch the Tokyo Big6 Baseball game between
Waseda and Hosei, the "Souhousen".
Members of the cheerleading club will give a lecture about everything
from the lyrics of Waseda chants to the history of the club in both
Japanese and English so you can enjoy supporting Waseda even if it's
your first Big6 Baseball game.
Linking arms and singing songs like the Waseda school anthem and
"Azure Sky" (The first cheering song), you'll soon overcome any shyness.
If you want to make a lot of new friends, if you want to experience the
supporter culture of Waseda or if you just enjoy a good baseball game,
we're waiting for your application.

-Feel Waseda Supporter Culture at the Waseda-Hosei Tokyo Big6 Baseball Game-


