
第22回	 

北日本医科学生オーケストラ・フェスティバル	 

最終報（第3報）	 
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1.	 合宿について	 
・受付開始は3月8日13:00～、初合わせは3月8日16:00～です。	 

合宿日程	 

	 

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

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	 

	 

※上記の予定は合宿中に変更になることがありますのでご了承ください。	 

※本番日程の詳細については 12 日夜コマ終了後のガイダンスで説明致します。	 
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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いただきます。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。	 

	 

◆入浴	 

大浴場は、6:00～10:00 と 15:00～25:00 の間利用できます。	 

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。	 

◆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・歯ブラシがあります。	 

ドライヤーは各部屋にあります。	 

◆体調が悪くなったとき	 

体調が悪い場合やけがをした場合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	 

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、そちらもご利用ください。	 

◆リネン交換	 

	 	 	 タオル・シーツ・枕カバーは各階の廊下にある台にて毎朝各自で行っていただきます。	 

◆コピー、FAX	 

	 	 宿・ホテル裏のイオン館山店内にて行ってください。(有料)	 

◆譜面台	 

	 	 	 合宿期間中は各自自分の譜面台で練習してください。	 

	 譜面台は必ず名前を書いて自己管理してください。	 

◆貴重品	 

貴重品は各自の管理をお願い致します。盗難等において主管は責任を負いかねます。	 

各部屋に金庫がありますのでご利用ください。	 

◆喫煙場所	 

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

厳禁となりますのでご了承ください。	 

◆ゴミ回収	 

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 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。	 

	 	 車で 1 分の位置に病院があります。	 

	 

・飲み会用のマイコップを持参できる方はお願い致します。	 

・楽譜、譜面台は忘れずにお持ちください。	 

	 

荷物の郵送について	 

合宿所へ荷物を送る際は宛先の名前の前に「北日本医科学生オーケストラ」と明記の上、ダンボールに

も「北オケ・パート・名前」を大きく書いて送ってください。	 	 

前日練習と合宿初日から参加する参加者は7日12時～8日午前中までの期間、	 

途中参加者は合宿期間中に到着するように指定して郵送して下さい。	 

宛先	 	 

〒294-0047千葉県館山市八幡822	 たてやま夕日海岸ホテル	 

TEL:	 0470-23-8111	 

北日本医科学生オーケストラ・氏名	 

	 

◆合宿中に荷物の送付を行う場合は 1 階ロビーのクロネコヤマト受付をご利用下さい。	 

移動日(3 月 13 日)の午前中まで受け付けています。	 

	 

2．前日練習について	 
・3月7日の受付は14:00～となります。	 

・前日練習の指導はVaトレーナーの古川原先生にお願いしております。	 

・前日練習の参加費は8,000円です。（当日受付にてオプション費とともに徴収致します。）	 	 

・21:30～飲み会を開催致します。お酒・おつまみは主管が用意致します。（勿論、持ち込みも大歓迎で

す!）	 	 

	 	 



３．エントリー費（ﾍﾟﾅﾙﾃｨ、ｷｬﾝｾﾙ料）について	 
エントリー費は、次の通りです。下記に記載してある口座へ、指定された期日までにお振込みください

（エントリー費は7泊8日3食付の合宿費を含む）。	 

金管：80,000円	 

木管・弦・打楽器：83,000円	 

※	 パートにトレーナーの先生が１人ついているセクション（金管以外）にエントリーされる方のエント

リー費には、トレーナー負担金として金管のエントリー費に3,000円を上乗せさせていただきます。	 

	 

◆振込先	 

《ゆうちょ銀行からのお振込みの場合》	 

	 銀行名：ゆうちょ銀行	 	 

	 氏名	 北日本医科学生オーケストラ	 

	 記号	 10650	 番号	 46016561	 

	 

《他金融機関からのお振込みの場合》	 

	 氏名	 北日本医科学生オーケストラ	 

	 店名	 ゼロロクハチ	 店番	 068	 普通預金	 4601656	 

	 

※お振り込み頂いた方は確認のため、	 

1.名前	 

2.大学名	 

3.パート名	 

	 

を、会計：高野（kita22kaikei@gmail.com）までご連絡お願い致します。	 

なおその際に、送信メールのタイトルを「第22回北オケエントリー費振込」としていただきますようお

願い致します。	 

	 

◆締め切りについて	 

最終的な振込み期日は合宿開始の前日3月7日(金)15:00とします。	 

エントリー費振込みの遅れは運営上大きな障害となりますので、振込みはお早めにお願い致します。	 

	 	 



◆キャンセルについて	 

合宿をキャンセルする場合、キャンセルの時期により以下のようにキャンセル料を徴収	 

致します。	 

・2014年1月31日まで：キャンセル料なし	 

・2014年2月1日〜2014年2月28日まで：エントリー費の50%	 

・2014年3月1日以降：エントリー費の100%	 

	 

やむを得ない事情でキャンセルする場合、キャンセル料を頂かない場合もあります。	 

会計：高野までご連絡ください。	 

	 

◆ペナルティーについて	 

締め切りを過ぎて振り込まれた場合、ペナルティー料としてエントリー費に5,000円	 

上乗せした額を徴収致します。	 

	 

４．返金について	 

3/7〜3/12 の間、主管ブースにて途中参加・中抜けの返金を行います。(8:00～22:00)	 

対象は 3/6 までに連絡を頂いた途中参加・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」への返金は行いませんのでご了承ください。	 

	 

一泊(三食含む)あたり 6,500 円の返金を行います。	 

ただし 2 月 25 日を過ぎてからのキャンセルは、次の通りにキャンセル料が発生します。	 

(1)2 月 25 日(火)まで変更無料	 	 

(2)2 月 26 日(水)～3 月 6 日(木)	 50％	 

(3)3 月 7 日(金)以降	 100％	 

宿泊の変更はわかり次第、必ず早めに HP の変更フォームから主管までお知らせ下さい。	 

	 合宿中に宿泊日程の変更があった場合、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ください。	 

	 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。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致します。	 

	 	 



５．オプション費について	 
エントリー費とは別に以下のオプション費が発生します。ご希望の項目に応じて、合宿初日の受付の際

にお支払い頂きますので予めご了承ください。	 

	 

・3/7	 前日入り（宿泊費・レセプション費込）：	 8.000	 円	 

・館山→みなとみらい	 バス費用（本番前日）：	 3.000	 円	 

・本番前日	 ワシントンホテル(みなとみらい)宿泊費：	 7.500	 円	 

・本番当日	 ワシントンホテル(みなとみらい)宿泊費：	 7.500	 円	 

・打ち上げ 1	 次会：	 5.500	 円	 

・打ち上げ 2	 次会：	 4.500	 円	 

・DVD（送料込み）：	 4.500	 円	 

※この他パート諸費(パーカーなど)がかかる場合があります。	 

	 

また 2 月 25 日を過ぎてからのキャンセルは、次の通りにキャンセル料が発生します。	 

(1)2 月 25 日(火)まで変更無料	 	 

(2)2 月 26 日(水)～3 月 6 日(木)	 50％	 

(3)3 月 7 日(金)以降	 100％	 

	 

変更はわかり次第、必ず早めに HP の変更フォームから主管までお知らせ下さい。	 

	 

６．合宿所へのシャトルバスについて	 	 
JR	 内房線館山駅(合宿所の最寄り駅)から合宿所まで、下記の時間で無料のシャトルバスを運行致します。

(館山駅までのアクセスについては第 2 報をご覧ください。)	 

第 2 報でバスは予約制と記載しましたが、予約せずに乗っていただけることとなりました。	 

乗車ご希望の方は館山駅西口にお集まりください。	 

	 

3	 月 7	 日(金)	 

14:00,	 14:30,	 15:00,	 15:30	 

3	 月 8	 日(土)	 

12:30,	 13:00,	 13:30,	 14:00,	 14:30,	 15:00,	 15:30	 

	 

	 	 



７．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し、指定の場所に置いてください。	 

◆リハーサル(Tutti)	 9:00～12:45	 

	 昼食	 	 13:00〜14:00	 

	 片づけは部屋のチェックアウト 9:00 前に完了してください。	 

◆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切です。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！）	 

鍵はホテルのフロントに返してください。	 

	 

８．演奏会について	 
会場は	 みなとみらいホールです。	 

〒220-0012	 横浜市西区みなとみらい 2-3-6	 

Tel：045-682-2020	 Fax：045-682-2023	 

※本番	 (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致します。	 

	 

本番の服装	 

男性：黒スーツ、白の棒ネクタイ、黒靴	 

女性：上下黒、黒靴	 	 

	 	 



９．打ち上げについて	 

◆１次会	 

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	 	 

場所：ハードロックカフェ横浜	 

時間：24:00～26:00	 

	 

	 	 



１０．チケットについて	 
	 

※第 2 報とチケット受付の方法が変更になったため、ご注意ください!	 

(1).エントリー者の皆さんが個別に予約したいチケットは、合宿場にて無料で予約を受付けます。合宿

開始前までに予約したいチケットの枚数を把握していただき、合宿中に主管ブースでお申込みく

ださい。主管ブースの受付時間は 8:00～22:00 です。	 

	 

◆チケットの枚数制限はありません！	 

◆なおチケットは全席指定ですが、席内容はこちらで指定させて頂きます。予めご了承ください。	 

◆ご予約頂いたチケットは基本的に、取り置き(置きチケット)とさせていただきます。	 

	 

(2).連絡員の方は、所属されている大学・団体で北オケにエントリーしていない人の分のチケットを予

め団体のメーリングリストなどで連絡した上で、集計していただくようお願い致します。	 

連絡員の方は集計結果を【3 月 2 日まで】に	 阿瀬川 shuazobligato@gmail.com までお伝え

下さい。	 

	 	 

(3).イープラスでもチケットを取り扱っております。次のアドレス	 

(http://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010163P0108P002115218P0050001P00600	 

1P0030001)よりご注文頂けますので、適宜ご利用ください。	 


