第3１回全日本医科学生オーケストラ連盟 平成23年7月

医オケ報 第４報

（文責 総務 芝軒ヱリ）

こんにちは！夏オケまであと一ヶ月を切りました！！エントリーして下さった皆さんあり
がとうございます。この医オケ報は最終報ですので、大事な情報がたくさん載っています！
ぜひぜひ最後まで読んでください…！！
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はじめに
① 今年の夏オケのテーマと募金活動について
今年の 3 月 11 日に発生した東日本大震災を受け、
私たち主管で何ができるだろうと考え、
話し合って参りました。たくさんのアイデアがありましたが、「全日本医科学生オーケスト
ラ」と「今の日本の復興のためにできること」を併せて考えたときに、共通するものがあ
るのではないかと考えました。
夏オケは全国からたくさんの医療系の大学生が集まり、見ず知らずの 200 人もの学生が 1
週間の合宿を経て、協力し合い 1 つの演奏会を作り上げていきます。これは、今まさに復
興に向かって国全体で協力していこうとしている日本に共通するものではないでしょうか。
たくさんの解釈があるとは思いますが、主管としては、今年の夏オケにテーマを決めよう
という結論に達しました。
第 31 回全日本医科学生オーケストラフェスティバルのテーマは

響和・調和・笑顔の輪
です！
「響和」は協和にかけて、オーケストラの響きを合わせるという意味、「調和」は響きを合
わせることによってみんながまとまっていく、「笑顔の輪」はこのオーケストラから日本に
笑顔を広げていこうという意味を込めています。
主管一同、このテーマをもとに素晴らしい合宿・演奏会を開催できるように努力してま
いります。
夏オケでは、東日本大震災の復興支援とともに、震災の影響で中止となってしまった、
同じく医科学生オーケストラである北日本医科学生オーケストラフェスティバルへも支援
を行っていこうと考えています。
今現在、具体的な活動としては、以下の活動を予定しております。
●合宿中の北オケ支援缶バッジの販売(売り上げは北日本医科学生オーケストラフェステ
ィバルへ寄付されます)
●合宿中の北オケ支援・東日本大震災復興支援へ向けての募金活動
●演奏会当日ロビーでの東日本大震災復興支援の募金活動(集めたお金は、仙台フィル 音
楽の力による復興センターを通じて被災地に届けます)
＜仙台フィル 音楽の力による復興センター＞
http://www.sendaiphil.jp/news/index.html#news110328
※仙台フィルは、震災直後から復興センターを立ち上げ、積極的に被災地でコンサート

を行っています。主管一同、直接音楽を届けるという活動に共感し、今回「仙台フィル 音
楽の力による復興センター」に募金させていただくことにしました。
皆様のご協力をお待ちしております。

準備編
① 合宿へ荷物を事前に郵送したい方
合宿所に荷物を郵送したい方は、8月2日以降に届くように各自郵送してください。なお、
着払いは不可となりますので、各自荷物を出すときにお支払いいただきますよう、お願い
します。
荷物には全日本医科学生オーケストラのものであることがわかるように、伝票に書いたり、
タグをつけるなどご協力お願いします。
〒 391-0301 長野県茅野市北山5513 横谷温泉旅館
宛先 横谷温泉旅館 全日本医科学生オーケストラ ○○○○(←自分の名前）

② 合宿中に必要なものについて
◆アメニティー
ホテルの大浴場にシャンプーやボディーソープは置いてありますが、各部屋にアメニティ
ーはついていません。部屋のお風呂を利用したい方は各自でご用意ください。また、歯ブ
ラシ、その他洗面用具のご用意も各自でお願いします。
タオルは合宿所で各自1枚貸してくださいます。交換も各自で毎日行うことができます。
ドライヤーは大浴場にあります。部屋にはありませんので、部屋で使いたい方は各自ご用
意ください。ただし、大人数で使いすぎるとブレーカーを落とす恐れがあるのでご注意を
(笑)
◆演奏に必要なもの
楽器、楽譜、スコア、メトロノーム、ミュート、チューナー、エンドピン対策など、 各パートリーダーさ
んの指示に従って、各自必要なものを用意してきてください。
◆譜面台
メーリスでお知らせしているように、合宿所には譜面台を一人2本持ってきていただきます。大学ご
とに郵送する場合は荷物を同じように8月2日以降に届くように指定してください。
また、大学で郵送する連絡員で、まだ係の方に申し出ていない方は、至急譜面台係の湊ま
でご連絡ください。

③ 本番に必要なものについて
衣装
男性： スーツ、黒蝶ネクタイ、黒靴下、黒靴
女性：上下ともに黒、黒靴

④ 全体メーリス、連絡員メーリスについて
エントリー者全員にメーリス参加の招待メールを送りました。すでに招待されているけ
ど承認していない！という方はお早めにお願いします。まだ招待されてない！という方は
お手数ですが、総務 natsuoke31_soumu★yahoo.co.jp までご連絡下さい。連絡員の方も連
絡員メーリスへの参加をお願いします

⑤宣伝活動と twitter について
夏オケの演奏会情報を、オケ専♪、Concert Square というオーケストラ情報サイトに掲載し
ています。宣伝効果をはかるため、皆さんに上記２つのサイトにアクセスしていただき、
アクセスランキングの上位を狙いたいと思います！夏オケＨＰのリンクからアクセスでき
ますので、１人１日１回アクセスでランキング上位を狙いましょう！！！
また、夏オケ twitter でも演奏会情報をつぶやいています。どんどんＲＴして拡散して下さ
いね！

合宿編
① 合宿中にかかる費用について


貸切バス（8/3or8/4）2800 円



合宿初日のレセプション代



本番前日の合宿所からホテルまでのバス代 3000 円



打ち上げ１次会 6500 円



打ち上げ２次会 4000 円



夏オケＴシャツ代 2500 円



夏オケくじ付きステッカー



夏オケ缶バッジ 150 円（北オケ缶バッジも 150 円で販売します）



トートバッグ 2000 円



本番の演奏 CD※2500 円

5500 円

300 円



本番の演奏 DVD※6500 円



有志による前日(8/3)練習参加費 8000 円



チケットのネット事前申し込み 1000 円

※今回はプログラムの都合上 CD、DVD ともに 2 枚組のため上記の値段とさせていただき
ましたのでご了承ください。なお郵送費として全国一律 500 円を別途徴収させていただき
ます。エントリー時に購入を希望されなかった方も追加注文を 8 月 9 日(火)夜 21 時まで受
け付けます。8 月 3 日まではメール（natsuorche31.dvd@gmail.com）で、合宿中は直接主
管ブースにお越しください

② 合宿までの交通
＜車でいらっしゃる方＞
駐車場は旅館にあります。 詳しい道路の使い方につきましては「リンク」から合宿所の
ホームページをご参照ください。
＜交通公共機関でいらっしゃる方＞
電車 ⇒最寄駅 ＪＲ茅野駅
高速バス⇒最寄駅 横谷峡または中央道茅野
こちらも詳しくは旅館のホームページをご参照ください。
※先日連絡したように、駅からホテルへの送迎バスを希望される方には事前に申し出ても
らっています。まだ、申し出ていないという方は至急合宿所係り（青木）まで連絡するよ
うにお願いします。

③ 合宿中の日程
◆エントリー受付時間
8 月 3 日のエントリー受付時間は基本的に 13：00～15：00 とします。 この間に合宿所に
到着されるようお願いします。 ＊受付で、上記初日にかかる費用（T シャツ代、打ち上げ
代、バス代）を精算しますのでお金の用意をよろしくお願いします。なるべく各自計算し
てきておつりのないようにしていただけると嬉しいです。
◆初合わせ
初合わせは 14:00 から 2 階で行います。
・おおまかな日程 （詳しくはエントリー受付時のしおりにあります）
8月4日
11：00～13：30 エントリー受付け
14：00～17：00 初合わせ
18：00～ レセプション

8 月 5 日～8 月 10 日
朝練習昼練習夜練習深夜飲み時々寝る
8 月 11 日
午前 ゲネプロ
昼食後 横浜のホテルへ移動
8 月 12 日
13：00～ ステリハ
18：00 本番

④ 合宿中の生活について
◆洗濯
旅館内には 2 台しか洗濯機はありません。簡単に行ける近くのコインランドリーもないの
で、少し工夫してみてください。
◆合宿所周辺のご案内
車で 15～20 分のところにコンビニ、スーパー、郵便局があります。

⑤ チケットについて
今回の夏オケでのチケット購入・入手方法は以下の通りです。
①エントリー者への事前配布
第３１回夏オケのエントリー者へのチケット配布は、連絡員・所属オケ単位ではなくエン
トリー者個人と夏オケ主管の間でのやりとりのみとします。
今回は手数料として１人 1000 円を頂くことになりました。手数料のお支払いは合宿初日に
お願いします！！
夏オケＨＰ上にチケット受付フォームを掲載いたしますので、この文章の最後にある、み
なとみらいホールの座席表を参考の上、申込みをしてください。なお、座席のブロックは
紫色で囲まれたブロックがそれぞれ１ブロックです。抽選を行った結果、エントリー者お
１人ずつに配送します。
受付などの予定は以下の通りです。
・受付開始→6 月中旬（エントリー者全員の全体メーリス登録完了後を予定しています。
）
・受付終了→6 月 30 日 24:00
・抽選→7 月 2 日頃
・７月１８日までに配送予定です。
注意点）
＊受付開始の日時は全体メーリスを利用してご連絡します。
＊送付先住所は１ヵ所しか受け付けません。

＊座席の希望番号は一切受け付けません。また、希望座席全てが連番になるとは限りませ
んのでご了承ください。
＊希望ブロックは複数ブロックも可能です。受付フォームに従って、ご記入下さい。
②一般の方への販売について
今回はチケットぴあは利用せず、夏オケＨＰ上で受付することになりました。エントリー
者と同様、希望のブロックを決めていただきます。
チケット代は 700 円（/枚）とし、１回の申し込みで手数料としてチケット代の他に 300 円
頂くことになりました。この手数料は郵送代などにあてる予定です。
例えば、チケット４枚をご希望の場合、700（円）×４（枚）＋３００円が必要な料金にな
ります。指定の口座に料金を振り込んでいただき、振り込みが確認次第、希望のブロック
を参考に座席を決定し、配送します。
受付などの予定は以下の通りです。
・受付開始→7 月 1 日
・受付終了→7 月 23 日
・7 月 31 日までに配送予定です。
受付が開始しましたら、夏オケＨＰ上のチケット受付フォームをご利用の上、チケットの
申し込みをしてください。申し込み確認次第、申し込み用に指定口座などの詳しい内容を
申し込み時に教えていただいたアドレスの方に送信いたします。
なお、7 月２３日以降にチケットをご希望の場合は全て当日券という形になります。
③置きチケット
夏オケ合宿中に置きチケットを主管ブースにて受け付けます。
置きチケット受付は 8 月 10 日 23:00 までとします。これ以降の申し込みは一切受け付ける
ことができませんのでご注意下さい。
置きチケットはホール前にてお渡しします。但し、例年かなり混雑するため開演時間ぎり
ぎりになってしまうおそれがあります。
また、置きチケットの座席は①や②で残った座席になります。
そのため、事前にチケットを入手されておくことをお勧めします！！
なお、エントリー者の方で置きチケットのみをご希望の方も手数料としてお 1 人 1000 円頂
くことになりました。②で手数料をお支払い頂いた方は新たにお支払い頂く必要はありま
せん。手数料のお支払いは置きチケット申し込み時にお願いします。

④当日券
当日ホール前でも販売します。この場合は 1 枚 1000 円となります。
置きチケットと同様、例年かなり混雑することが予想されます。
そのため、事前にチケットを入手されておくことがお勧めです！
⑤車椅子席
車椅子席をご希望の方がいらっしゃいましたら、夏オケチケット係までお問い合わせ下さ
い。
ご不明な点、ご質問などあれば夏オケチケット係までお願いします
吉田詠里加 natsu31ticket@hotmail.co.jp

⑥ 楽譜について
今回、ブリテンとバーンスタインの楽譜を使用・演奏するにあたって著作権協会に著作権
料を支払っています。演奏会終了後、楽譜は回収いたしますのでご協力お願いいたします。

⑦ マイコップ持参のお願い
今年も飲み会ではマイコップの持参をお願いいたします！マイコップがないとお酒が飲め
ませんよ～！忘れずに！

合宿中困ったことがあったらいろんな意味で目立つ主管 T シャツを着た昭和の人たちに声
をかけて下さい！猛暑が続きますが、無事に夏オケに来られるように体調管理をしっかり
して元気で合宿所にいらしてください！
主管一同みなさんに合宿所で会えるのを心から楽しみにしています＾＾
合宿までに何か質問がありましたら芝軒（総務）までお願いします。
文責：芝軒ヱリ（総務）
natsuoke31_soumu★yahoo.co.jp

