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こんにちは。実行委員長の乾口です。いよいよ 3 月に入り西オケの足音が大きくなって

参りました。前回の西オケ報からそう日も経ってないのに、矢継ぎ早に西オケ報を発行し

ております。お忙しい方は、読む手間を取らせてしまい申し訳ありません。実行委員長に

お電話頂ければ朗読させて頂きます。どうぞこの機会にご利用下さい。 

さて、今回の西オケ報でお知らせさせて頂くのは、以下の内容です。 

 

１．中抜け・途中参加の払い戻しについて 

２．合宿所へのアクセスについて 

３．合宿中のスケジュール 

４．譜面台について 

５．マイカップ・マイ箸持参のお願い 

６．各種荷物送り先 

７．グッズについて 

８．チケットについて 

９．連絡員の皆様へ 

 

 

１． 中抜け・途中参加の払い戻しについて 

2 月中にご連絡頂いた、中抜け・途中参加される方への返金の仕方を説明させていただき

ます。 

 

ホテルアジュールの 1 日分の宿泊費 7500 円には、以下のものが含まれております。 

夕食＋宿泊費＋翌日の朝食＋昼食(＋各種施設利用費) 

上記をワンセットとし、7500 円返金させて頂きます。 

しかし、「宿泊はしないが、夕食後の夜の練習まで参加して中抜けしたい」という方もい

らっしゃると思うので、「夕食は食べるが、宿泊はしない方」に関しては夕食代 3000 円を

差し引いた 4500 円を返金させて頂きます。 

なお、朝食・昼食を食べない方への返金はありません。どうかご容赦下さい。 

以下に例を示します。 

例 1：昼食後～次の日の昼食後まで中抜け(夕食＋宿泊＋朝食＋昼食を利用しない) 

⇒7500 円の返金 
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例 2：夕食後～次の日の昼食後まで中抜け(宿泊＋朝食＋昼食を利用しない) 

⇒4500 円の返金 

例 3：宿泊後～その日の夕食後まで中抜け(朝食＋昼食を利用しない) 

   ⇒返金なし 

以上の説明で分かりにくい方は nishiorche22_kagawa☆live.jp まで、☆を@に変更

の上お問い合わせ下さい。 

 

また、中抜け・途中参加・エントリーそのものについてのキャンセルは全て 3 月 10 日を

最終期限とさせていただきます。 

 それ以降の変更につきましては、エントリー費・合宿費の返金は致しません。 

 

 

２． 合宿所へのアクセスについて 

●電車で来られる方 

 第 3 報でお知らせしました通り、JR 今治駅と JR 壬生川駅からホテルアジュールまでは

「せとうちバス」が運行しております。エントリー時間内の便は以下です。なるべく、こ

れらのバスでお越し下さいますようお願いします。 

せとうちバス時刻表 

今治駅前   ホテルアジュール前 

13：43 発  ⇒14：14 着 

壬生川駅前  ホテルアジュール前 

12：15 発  ⇒12：40 着 

(14：15 発   ⇒14：40 着)※ 

※エントリー受付に必要な時間も考えると、15 時からの初合わせ開始に間に合わない可

能性があります。やむを得ない場合を除き、なるべくこのバスは避けて下さい。 

 

上記のバスのみですと本数も少ないので、20 日のみ、アジュールさんにマイクロバスを

出して頂くこととなりました。以下の時刻を予定しています。 

マイクロバス時刻表 

今治駅    ホテルアジュール 

13：10 発  ⇒13：30 着 

14：10 発  ⇒14：30 着 

壬生川駅   ホテルアジュール 

13：30 発  ⇒13：45 着 

このマイクロバスのご利用を希望される方は、 

①名前 ②パート ③今治駅か壬生川駅か ④駅への到着予定時刻 を添えて 
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horat_taroh★yahoo.co.jp まで、★を@に変更の上ご連絡下さい。 

期限は 3 月 10 日(木)とさせて頂きます。 

●飛行機で来られる方 

 松山空港からホテルアジュールまでは、以下のリムジンバスが運行しております。 

事前に予約が必要ですので、以下の電話番号に問い合わせて頂くか、いずみ観光バスの HP

をご覧ください。 

空港リムジンバス時刻表 

松山空港    湯ノ浦 

10：30 発  ⇒12：25 着

11：30 発  ⇒13：25 着 

【いずみ観光バス】 

空港リムジン予約センター ℡ 0898-48-2626 

＊ご予約は乗車日の前日 15：00 までとなります。 

HP：http://izumibus.com/index.php 

 

●前日練に参加される方へ 

 19 日にはマイクロバスでのお迎えを予定しておりません。前日練に参加される方々は、

なるべく上記の公共交通機関をご利用下さい。利用したいという方が多いようでしたら、

19日のお迎えも検討したいと思います。こちらについても、3月 10日までにご連絡下さい。 

 

●中抜け・途中参加をされる方へ 

 基本的に、中抜け・途中参加される場合、交通手段の確保はご自分でお願いいたします。

複数人が同時刻に送迎を必要とする場合、もしくはその他の交通手段では移動が困難であ

る場合などは、ご相談ください。主管による送迎を検討させて頂きます。 

 

その他、合宿所までのアクセスや中抜け・途中参加などの場合の交通手段については以

下連絡先までご相談下さい。 

horat_taroh★yahoo.co.jp（★を@に変えて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izumibus.com/index.php
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３． 合宿中のスケジュール 

 先日の、前日練・合宿初日の大雑把なスケジュールに加えまして、だいたいの合宿中の

スケジュールをお知らせします。 

 中抜け・途中参加される方は食事の時間など参考になさって下さい。 

なお、この予定は変更する可能性がございます。ご了承ください。 

 

※合宿初日の朝食・昼食のご利用は、前日練参加の方に限らせて頂きます。前日練に参加

されない方は、昼食を摂った上で初合わせ開始時刻に間に合うようエントリーをお願い

します。 

前日練習 合宿初日
19日 20日 21～24日

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00 エントリー開始エントリー開始

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

昼食※ 昼食

練習

朝食※ 朝食

夕食

レセプション

初合わせ

宴会

練習

宴会

練習

(会議) (会議)

練習

練習

夕食

宴会
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４． 譜面台について 

 今年も、お１人様２本の譜面台をご持参下さい。 

大学でまとめて譜面台を郵送したい方、事情により譜面台を用意できない方、逆に大目に

持って来て下さる方は以下連絡先までご連絡下さい。 

 郵送先は、「４．各種荷物送り先」をご参照ください。 

 

 

 

 

５． マイカップ・マイ箸持参のお願い 

 西日本医科学生オーケストラフェスティバルは地球に優しい団体を目指しています。 

どうかマイカップ・マイ箸のご持参をお願いいたします。 

 独創性にあふれたコップで飲み会の視線を独り占めしましょう！！ 

 なお、先生方用のコップは主管の方で用意させて頂きます。 

 

 

６． 各種荷物送り先 

譜面台や個人の荷物、お酒の差し入れなどの送り先についてです。 

●荷物は必ず、3 月 19 日(土)以降に到着するよう送って下さい。 

●送り先に「西オケ」と表記をお願いします。 

以上をご確認の上、以下住所までお送りください。 

ホテルアジュール 

〒799-1525 愛媛県今治市湯ノ浦30番地 

 

 

７． グッズについて 

●西オケトレーナー 

今年はダークブラウン・ナチュラルの 2 色をご用意しました！ 

お値段はどちらも 3500 円です♪ 

ご購入の方は、3 月 6 日までに 

① 氏名 

② 大学名 

③ パート 

④ サイズ(S,M,L,XL,XXL) 

 以上の内容を添えてデザイン係・三好(tinkerting.37☆hotmail.co.jp)まで☆を@に変更の

上お申込み下さい☆ 

譜面台係・石原さやか 

denkohsekka2002☆yahoo.co.jp 

☆を@に変更してください。 
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HP の方で、胸の背中のロゴの拡大図やアピールポイント、各サイズの詳細などをご覧に

なれます。 

 お土産に、贈答品に、旅の思い出に…是非ご購入をオススメします。 

 

●その他 

・缶バッジ：150 円/個 

・ステッカー：300 円/枚 

・主管の愛：プライスレス 

ほかにもクリアファイル、ストラップなど鋭意製作中です。乞うご期待！！ 

 

 

８． チケットについて 

チケットは合宿所で購入できます。一枚 500 円にて取り扱います。 

置きチケットも可能ですので、ぜひ家族・友人・知人を誘ってください！ 

誘い文句は「ついでに讃岐うどんでも食べにおいでよ♪」です。 

 

 

９． 連絡員の皆様へ 

 自己紹介カードの回収・発送はお済みでしょうか？まだの方は大至急お願い致します。 

また、次々回主管に関するアンケートの提出期限は 3 月 7 日となっております。ご協力、

宜しくお願いします。 

 先日お送り致しました参考音源ですが、読み込みができないなど、不備があった場合、

萩尾(taimei.h0925☆gmail.com)まで、☆を@に変更した上でお知らせください。新しいも

のをお送りいたします。 

 


