
 
 

第 22回 

北日本医科学生	 

オーケストラフェスティバル	 
	 

	 

合宿のしおり	 
	 

	 

合宿：2014.3.7(金)～3.13(木)	 

たてやま夕日海岸ホテル	 

演奏会：2014.3.14(金)	 

横浜みなとみらいホール	 大ホール	 

	 

主管：東海大学	 慶應義塾大学	 東京医科大学	 昭和大学	 	 

聖マリアンナ医科大学	 東京医科歯科大学	 日本医科大学	 	 

	 

	 

パート	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

名前	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

大学	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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１．	 タイムスケジュール	 
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２	 合宿について	 

(1)	 	 練習	 

・練習時間	 

	 	 	 3/8(土)	 初合わせ	 	 16:00～19:00	 

	 	 	 	 	 3/9(日)～3/12(水)朝コマ	 9:00～12:00	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 昼コマ	 14:00～17:00	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 夜コマ	 18:30～21:30	 

	 	 	 	 	 3/13(木)	 リハーサル	 9:00～12:45	 

	 	 ※	 基本的に施錠されていない部屋での音だしは 24 時間大丈夫です。	 

	 	 	 また、練習中は必ず扉、窓を閉め、なるべく音漏れが少なくなるように努力しまし

ょう。	 

※	 Tutti 場(マーガレット)・カトレア・フリージアは毎日 24 時以降は施錠さ

れます。それ以降の練習はできませんのでご了承下さい。	 

	 ・練習場所	 

	 	 Tutti 場	 １階	 マーガレット	 

・分奏場	 

	 	 	 Vn…１階	 キキョウ＆スイセン	 

	 	 	 Va…１階	 月灯り	 

	 	 	 Vc…１階	 ストック＆デンファレ	 

	 	 	 Cb…１階	 カトレア	 

	 	 	 木管…１階	 サクラ	 

	 	 	 金管…別館１階	 105・107	 

	 	 	 打楽器…Tutti 場（別館１階	 109 も使えます）	 

	 	 	 	 	 	 Hp…１階	 ナデシコ	 

	 ・降り番部屋	 

	 	 基本的には各セクションの分奏場を使ってください。また、その他にも以下の場所で

は音出しが可能です。	 

	 	 	 	 	 別館１階	 106	 

	 

(2)	 	 食事	 

	 ・食事の時間	 	 	 朝食	 7：30～9：00	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 昼食	 12：00～13：00	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 夕食	 17：00～18：00	 

	 ・食事会場	 	 1 階	 カトレア(Vn 以外)	 フリージア(Vn のみ)	 

※	 初日レセプション(19:30～)はフリージア(1 階)で行います。	 

	 



 5 

(3)	 	 入浴	 

	 	 ・大浴場での入浴は、6:00～10:00 と 15:00～25:00 の間できます。	 

	 	 ・大浴場には、ボディソープ・シャンプー・コンディショナーが置いてあります。	 

	 	 ・各部屋についているお風呂は 24 時間いつでも利用できます。	 

	 	 ・バスタオル・ハンドタオルは合宿中にひとり 1 枚貸していただけます。	 

	 	 ・バスタオル・リネン類の交換は各階の廊下の台にて毎日自分で行うことができます。	 

・ドライヤーは各部屋にあります。（大勢が一度に使用するとパンクいたしますのでご

注意ください。）	 

(4)	 	 飲み会	 

	 	 飲み会会場	 

	 	 	 Vn…1 階	 キキョウ＆スイセン	 

	 	 	 Va…1 階	 月灯り	 

	 	 	 Vc…1 階	 デンファレ＆ストック	 

	 	 	 Cb…別館 1 階	 106	 

	 	 	 木管…1 階	 サクラ	 

	 	 	 金管…別館 1 階	 107	 

	 	 	 打楽器…別館 1 階	 109	 

	 

	 	 合宿 3 日目(10 日)は管打楽器飲み・弦飲み、4 日目(11 日)は学年飲みを開催します。	 

	 	 管打楽器飲み…1 階	 フリージア	 	 弦飲み…1 階	 マーガレット	 

	 	 学年飲み部屋会場	 

	 	 	 1 年…1 階	 106	 

	 	 	 2 年…1 階	 キキョウ＆スイセン	 

	 	 	 3 年…1 階	 107	 

	 	 	 4 年…1 階	 デンファレ＆ストック	 

	 	 	 5 年…1 階	 月灯り	 

	 	 	 6 年…1 階	 サクラ	 

※	 会議室での飲み会(キキョウ＆スイセン・月灯り・デンファレ＆ストック・サク

ラ・フリージア・マーガレット)は、午前 3:00 を目安に解散をお願い致します。	 

	 	 会議室は午前 3:30 に施錠予定となります。	 

※	 飲み会開始後の喫煙は防災の関係上、厳禁となります。	 

※飲み会用飲料等保管冷蔵庫	 

合宿所の業務用冷蔵庫が使用できます。パートごとに段ボールや袋にまとめてお使いくだ

さい。（各パート譲り合ってご使用ください。）	 

※飲み会用氷	 

主管側で用意出来ないため、各セクションまたはパートでご用意下さい。	 
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(5)	 各種会議	 

	 	 ・	 パートリーダー会議	 21:30～	 １階主管ブース(ロビー)	 

	 	 ・	 連絡員会議	 22:00～	 １階 Tutti 場	 

	 

(6)	 施設案内	 

・宿の備品を破損、汚染した場合は個人で弁償して頂きます。個人を特定できない	 

場合、その部屋メンバー、もしくはパート単位での共同負担となります。	 

・部屋の鍵は基本的に部屋割り表で最初に名前がある人が管理して下さい。	 

・ホテルのアメニティ	 

	 客室のアメニティは、浴衣・バスタオル・フェイスタオル・歯ブラシ・ドライヤーがあ

ります。	 

・体調が悪くなったとき	 

体調が悪くなったり、けがをした場合には直ちに主管ブースへお越しください。	 

・エレベーターの利用	 

エレベーターは 24 時間利用可能です。	 

・洗濯がしたい	 

合宿所に無料の洗濯機はありますが、乾燥機はありません。ホテル裏手のイオン館山店

内にコインランドリーがありますので、そちらをご利用ください。	 

・シーツ・枕カバー交換	 

	 	 バスタオル・ハンドタオルと同様に、各階の廊下にある台にて毎朝、自分で行ってもら

う形となります。	 

・コピー、FAX	 

	 ホテル裏手のイオン館山店内にて行ってください。宿でも有料でできます。	 

・譜面台	 

	 	 合宿期間中は各自自分の譜面台で練習して下さい。	 

	 譜面台は必ず名前を書いて自己管理して下さい。	 

・貴重品	 

基本的に各自の管理でお願いいたします。盗難等においては主管は責任を負いかねます。	 

各部屋に金庫がひとつずつあり、使用可能です。	 

・喫煙場所	 

	 喫煙は一階の喫煙スペースでのみ可能です。また、22:00	 以降の喫煙は防災の関係上	 

	 厳禁となります。	 

・ゴミ出し	 

ゴミの回収は毎日行います。	 

・インターネット	 

	 無線 LAN は 1 階ロビーと会議室内でのみ使用出来ます。各個室には、無線 LAN・有線	 	 	 
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LAN ともにありません。各自ポケット Wi-Fi やテザリングでご対応ください。	 

・周辺施設	 

	 ホテル裏手すぐのところにイオン館山店があります。(8:00〜22:00 営業)	 スーパー・

ATM・コインランドリー・ショッピングセンターが入っています。また徒歩 3 分の位置に

ローソン・セブンイレブンがあります。	 

	 お車で 1 分の位置に病院があります。	 

	 

(7)	 	 主管関係	 

・主管ブースの運営時間は 3 月 9 日(日)以降、12:30-22:00 となります。それ以外

の時間帯は対応しかねますのでご了承下さい。	 

・3/7〜3/12 の間、主管ブースにて途中参加・中抜けの返金を致します。	 

	 対象は 3/6 までに連絡を頂いていた途中参加・中抜けの方のみで、3/7 以降の合宿期間

中に発生した「キャンセル」への返金は行えませんのでご了承下さい。	 

・宿泊の変更はわかり次第、必ず早めに主管までお知らせ下さい。	 

	 合宿中の宿泊日程に変更があった場合、返金はできませんが、日程変更日 2 日前の主管	 	 

運営終了時刻までに合宿係へ連絡して下さい。	 

	 今回徴収している金額は宿泊及び食事がセットとなった値段になっておりますので、食

事を抜いたとしても返金をすることは出来ませんのでご了承下さい。ただし、ホテル側の

準備の都合がありますので食事が必要ない場合の連絡は忘れずにお願いします。	 

・合宿中に荷物の送付を行う場合は 1 階ロビーにヤマト運輸(クロネコヤマト)の受付があ

るので、そちらをご利用下さい。移動日(3 月 13 日)の午前中まで受け付けています。	 
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３．指揮者・トレーナー・ステージマネージャー・エキストラ	 

	 

※予告なく先生方のご予定は変更となる場合があります。ご了承下さい。  
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４．主管紹介  
主管メンバー	 	 	  

 

 
 

 
 
５．各種チケット	 

◆合宿所からホテルまでのバス利用	 

申し込まれた方には受付時にバスの号車を書いた紙をお渡しします。名札に入れて、なく

さないようにして下さい。渡された紙のバスに乗車するようにして下さい。	 

キャンセル：日にちによってキャンセル料をいただきます。	 

追加：バスの申し込みは合宿日初日 3/8 が締め切りです。それ以降は主管ブースにお越し

ください。満員の場合は利用できない場合がありますので、ご了承下さい。	 

	 

◆	 打ち上げ	 

	 	 １次会：5,500 円、2 次会：4,500 円	 

	 

実行委員長 安野史人 5 年 Trp 東海大学 

副実行委員長 渕野恭子 6 年 Ob 東海大学 

副実行委員長 阿瀬川周平 4 年 Vn 慶應義塾大学 

会計 高野哲史 3 年 Tub 日本医科大学 

合宿 武田幸久 4 年 Trb 東京医科大学 

合宿補佐 藤森大輝 3 年 Perc 東京医科大学 

合宿補佐 原田侑子 2 年 Vc 東京医科大学 

Hp・エントリー 馬場優人 6 年 Fg 慶應義塾大学 

広報 朝比奈泰彦 4 年 Va 慶應義塾大学 

ホール 八木田薫 6 年 Hr 慶應義塾大学 

印刷 松田紘典 3 年 Fl 慶應義塾大学 

楽譜・運搬 辻あゆみ 4 年 Trb 東京医科歯科大学 

選曲 大竹史朗 4 年 Cl 慶應義塾大学 

渉外・OBOG 泉山舞 5 年 Fl 昭和大学 

レセプション 松井悠輔 5 年 Vn 慶應義塾大学 

協賛 都築一平 5 年 Cb 慶應義塾大学 

総務 森元裕太郎 4 年 Fg 東海大学 

総務補佐 鹿野直樹 2 年 Cl 聖マリアンナ医大 
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◆ベビーカー、車椅子席	 

→ベビーカーで御来場される方、車椅子席をご希望の方がいらっしゃいましたら、北オケ

チケット係までお問い合わせください。	 

	 

６．本番前日について	 

◆たてやま夕日海岸ホテルのチェックアウト	 9:00	 

リハーサルの始まる 9:00 までには各部屋から荷物を出せるように動いて下さい。チェッ

クアウト後は指示された場所に荷物を置いて下さい。荷物の置き場は当日ご連絡致しま

す。	 

◆リハーサル(Tutti)	 9:00～12:45	 

	 昼飯	 	 13:00〜14:00	 

	 片づけは部屋のチェックアウト 9:00 前に完了するように動いて下さい。	 

◆合宿所～横浜桜木町ワシントンホテル行きバス	 14:30～乗車開始	 

ホテル到着後、宿泊の受付は 5 階フロントロビーの主管ブースで行います。	 

バスの申し込みは合宿初日が締め切りです。それ以降の追加は主管ブースにおこしくだ

さい。	 

◆横浜桜木町ワシントンホテル	 

チェックイン 14:00	 	 チェックアウト 10:00	 

	 

◆本番翌日	 

横浜ワシントンホテル	 チェックアウト	 10:00（厳守！）	 

ホテルのフロントに鍵を返して下さい。	 

※本番当日(14日)のスケジュールについては12日夜コマ終了後のガイダンスで説明します。	 

	 

7．打ち上げ	 

1 次会	 5,500 円	 

場所：横浜桜木町ワシントンホテル 5 階	 ベイサイド	 

時間：21:30～23:00	 

	 

2 次会	 4,500 円	 

場所：ハードロックカフェ横浜	 

時間：24:00～26:00	 

	 


