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こんにちは、実行委員長の乾口です。早いもので西オケまで残すところ 1か月。皆様いかがお

過ごしでしょうか。先日、香川でも 25年ぶりに雪が積もりました。まだまだ寒い日もあります。イン

フルエンザの流行など、いろいろと体調の崩しやすい時期ですので、体調にはお気を付けくださ

い。 

今回の西オケ報も、大切なお知らせを盛りだくさんでお送りしています。どうか必ずお目を通し

ていただくようお願いいたします。 

 今回の内容は以下の 8点です。 

 

1. 本番当日のホテル代の別途徴収に関して 

2. 3次エントリーの方へのお振込み期限 

3. 中プロ抜粋について 

4. 前日練・合宿初日について 

5. 合宿所へのアクセスについて 

6. 本番衣装に関して 

7. CD・DVDに関して 

8. せとうちバス時刻表 

 

 

                                                                                           

1 本番当日のホテル代別途徴収に関して 

ホームページ上で、また西オケ全体MLでもお知らせいたしましたが、ホテル代に関しまし

て皆様にお詫びとお願いがございます。大変ご迷惑をおかけする事態となりましたこと、ここ

で改めてお詫び申し上げます。 

例年、合宿費には「合宿所の宿泊・食事費」と「本番前日・当日のホテル宿泊費」が含まれ

ていました。今年も例年通りにと考え検討して参りましたが、難しいという結論に至りました。 

大変申し訳ありませんが、以下のようにさせて頂きたいと思います。 
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尚、ホテル宿泊に関する変更・キャンセルは 2011年 3月 1日まで受け付けております。 

連絡先は以下の通りです。疑問点、ご質問などございましたら併せてご連絡ください。 

 

nishiorche22_kagawa@live.jp 

 

 

2 3次エントリーの方のお振込み期限 

 3次エントリーして頂いた方はお読みください 

3次エントリーの方々は、 

 

 

 

合計 67,000円を、併せて 2011年 3月 9日までに下記までお振込み下さい。 

 

 

 

 

なお、「取扱い年月日」を「お振込み日」といたしますのでご注意ください。 

お振込み期限が過ぎますと、エントリー費・合宿費それぞれについて 1000円ずつのペナ

ルティーが発生いたします。ご注意ください。また、合宿所にてお支払頂く場合、更に 1000円

ずつ追加で徴収させて頂きます。どうか、お早目のお振込みをお願い致します。 

何かご不明な点、ご質問がございましたら会計係の三好までご連絡のほどよろしくお願い

いたします。 

第 22回西日本医科学生オーケストラフェスティバル in香川 

会計係 

三好 明日美 

tinkerting.37@hotmail.co.jp 

 

 

① 本番前日と本番当日にホテルにご宿泊される方 

→合宿所にて¥7,300 をお支払いただきます 

② 本番前日のみにご宿泊される方 

→返金・集金ともにありません 

③ 本番前日と当日どちらもホテルにご宿泊しない方 

→合宿所にて¥7,300 を返金いたします 

エントリー費：¥18,000 

合宿費：¥49,000 

郵便局振込先 

西日本医科学生オーケストラ 三木町郵便局 

０１６５０－９－１００４７９ 

mailto:nishiorche22_kagawa@live.jp
mailto:tinkerting.37@hotmail.co.jp
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3 本番衣装について 

本番衣装は以下の通りになっております。ご準備のほどよろしくお願いいたします。 

男性 女性 

黒スーツ 

白シャツ 

白棒ネクタイ 

黒靴下 

黒靴 

上下黒 

 

 

4 CD・DVDについて 

CDおよび DVDの値段が決定いたしました！！ 

CD(2枚組) ¥3,000 

DVD(2枚組) ¥6,500 

それぞれ 2枚組となっていますので、少々お高めになっていますが…おまけが付くとか付

かないとか。(乞うご期待！)  

やっぱり欲しい！！という方も、まだまだ申し込めますのでお気軽に

nishiorche22_kagawa@live.jpまでご連絡ください。 

 

 

5 中プロ抜粋について 

既にパートリーダーの皆さんからお聞きのこととは思いますが、中プロの「ロメオとジュリエ

ット」の抜粋内容が以下のように決定いたしました。 

・モンタギュー家とキャピュレット家 

・少女ジュリエット 

・マドリガル 

・ロメオとジュリエット 

・ティボルトの死 

・僧ローレンス 

・ジュリエットの墓の前のロメオ 

・ジュリエットの死 

 

以上、ご報告いたしましたm(_ _)m 
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6 前日練・合宿初日について 

 交通手段の確保などなどに必要かと思いますので、前日練・合宿初日の大まかなスケジュ

ールをお知らせいたします。 

●前日練 

13：00～エントリー開始 

15：00～練習開始(川島先生に指揮をお願いしています) 

その後、晩御飯や練習や飲み会… 

●20日(合宿初日) 

13：00～エントリー開始 

15：00～初合わせ開始 

その後、レセプションや飲み会… 

 

以上、本当に大まかな、大まかなスケジュールをお知らせしました。 

 

 

7 合宿所へのアクセスについて 

ホテルアジュールまでのアクセスについてです。 

ホテルアジュール 

〒799-1525 

愛媛県今治市湯ノ浦 30番地 

TEL：0898-47-0707 

FAX：0898-47-0600 

 

各交通機関から合宿所までの所要時間は 

右をご参照の上、練習開始時刻に間に合うよう 

お越しください。 

また、JR壬生川駅と JR今治駅から 

合宿所までは「せとうちバス」が運行しております。 

 添付の時刻表をどうぞご利用ください。 

 加え、各公共交通機関から合宿所まではアジュールさんがシャトルバスを運行してくださる

予定です。詳細は追って連絡致します。 

 

 

 

 

 

 電車で… 

JR桜井駅   →車で 5分 

JR壬生川駅  →車で 12分 

JR今治駅   →車で 20分 

 車で… 

今治湯ノ浦 IC →車で 3分 

今治 IC     →車で 15分 

 飛行機で… 

松山空港   →車で 1時間 30分 
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8 せとうちバス時刻表 

 

 今治駅前⇒ホテルアジュール前 

運賃：500円 

今治駅前 ホテルアジュール前 
行き先 経由地 

（発車時間） （到着時間） 

8：13 ※1 8:44 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

8:53 9:24 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

9：43 ※1 10:14 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

11:43 12:14 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

13:43 14:14 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

15:43 16:14 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

16:43 17:14 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

17：43 ※1 18:14 小松総合支所前 三芳・クアハウス 

※1：日祝運休 

 

 壬生川駅前⇒ホテルアジュール前 

運賃：410円 

壬生川駅前 ホテルアジュール前 
行き先 経由地 

（発車時間） （到着時間） 

6：50 ※1 7:15 今治営業所 三芳・クアハウス 

7:25 7:50 今治営業所 三芳・クアハウス 

8：15 ※1 8:40 今治営業所 三芳・クアハウス 

10:15 10:40 今治営業所 三芳・クアハウス 

12:15 12:40 今治営業所 三芳・クアハウス 

14:15 14:40 今治営業所 三芳・クアハウス 

15:15 15:40 今治営業所 三芳・クアハウス 

16：15 ※1 16:40 今治営業所 三芳・クアハウス 

※1：日祝運休 

 


