
2019年 2月 
第 30回西日本医科学生オーケストラフェスティバル in福岡 

西オケ報  第 1 号  
 
こんにちは！ 

この度は第 30回西日本医科学生オーケストラフェスティバルにエントリーしていただ
き、本当にありがとうございます。 
今回の西オケは産業医科大学が主管を務めさせていただきます。合宿・本番までどうぞ

よろしくお願いいたします。 
この【西オケ報 第 1号】には第 30回西オケの情報がたくさん詰まっていますので、
ぜひご一読ください。 
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1. 開催概要 
＜第 30回西日本医科学生オーケストラフェスティバル＞ 
【合宿】 

	 2019年 3月 18日(月)〜2019年 3月 23日(土) 
	 大分県	 住吉浜リゾートパーク 

 
【演奏会】 
	 2019年 3月 24日(日)  
	 福岡県	 アルモニーサンク北九州ソレイユホール  

  17:30開場 18:00開演 

 
	 曲目：チャイコフスキー / 序曲「1812年」 

	 	 	 	 レスピーギ / シバの女王ベルキス 
	 	 	 	 チャイコフスキー / 交響曲第 4番 

 



2. 合宿所について 
合宿所係：上原 nishiorche30gasshukujo@gmail.com 
【合宿所】 

住吉浜リゾートパーク 
所在地：〒873-0033 大分県杵築市守江 1165−2 
TEL：(0978)63-9116	 FAX：(0978)63-9062 

HP：http://www.sumiyoshihama.com 
※合宿所への直接の連絡はご遠慮ください。 

※アメニティなどは後日公開される【合宿のしおり】をご覧ください。 

 
住吉浜リゾートパークへの交通アクセス  
＜公共交通機関＞	 JR 杵築駅から車で 20分 

＜自家用車＞	 杵築 ICから車で 15分 
＜飛行機＞	 大分空港から車で 20分 
＜フェリー＞	 別府から車で 40 分 

	 	 	 	 	 	 	 竹田津から車で 50分 

 
○合宿所に荷物を郵送される方へ 

必ず日付指定を行い、合宿初日の 3月 18日(月)ではなく、【3月 17日(日)の昼以降】
に到着指定をしてください。【着払い】はご遠慮いただいております。やむを得ない場

合は、合宿所係まで事前にご連絡ください。 

西日本医科学生オーケストラフェスティバルのものであることがわかるように、伝票の

宛先は下記のように統一してください。 

 

〒873-0033 大分県杵築市守江 1165-2 
住吉浜リゾートパーク 西日本医科学生オーケストラフェスティバル 
パート 受け取り者氏名 
 

3. 前当日ホテルについて 
前当日係：辻・高口 nishiorche30zentoujitsu@gmail.com 

【前当日ホテル】 
本番前日・当日用に用意しているホテルは【西鉄イン小倉】と【東横 INN小倉駅南口】
です。一泊 9,500円です。 



＜西鉄イン小倉＞ 
所在地：〒802-0003 北九州市小倉北区米町 1-4-11 
TEL：093-511-5454	 FAX：093-511-5424 

HP：https://nnr-h.com/n-inn/kokura/ 

 
＜東横 INN小倉駅南口＞ 

所在地：〒802-0002  福岡県北九州市小倉北区京町 3-14-6 
TEL：093-511-1045	 FAX：093-511-1044 
HP：https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00152/ 

 

4. ホールについて 
ホール係：佐藤 nishiorche30hall@gmail.com  

【演奏会前日・当日ホール】 
前日練習で使うホールは、【宇佐文化会館・ウサノピア】です。 
本番で使うホールは、【アルモニーサンク北九州ソレイユホール(旧厚生年金会館)】で

す。 

 
＜宇佐文化会館・ウサノピア＞ 

所在地：〒879-0454	 大分県宇佐市大字法鏡寺 224番地 
TEL：0978-33-3100	 FAX：0978-33-3102 
HP：https://www.usanopia.jp 

 
<アルモニーサンク北九州ソレイユホール(旧厚生年金会館)＞ 
〒803-0814	 福岡県北九州市小倉北区大手町 12-3 

TEL：093-592-5405	 FAX：093-592-5406 
HP：https://www.soleil-hall.jp 
ソレイユホールへの交通アクセス 

＜公共交通機関＞	 JR小倉駅から 車で 10分 
	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 徒歩で 30分 
	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 バスで 10分 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 JR西小倉駅から 徒歩で 15分 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 バスで 5分 
＜自家用車＞	 大手町ランプから車で 3分 



5. 打ち上げについて 
レセプション・打ち上げ係：大川 nishiorche30reception@gmail.com 
【演奏会後打ち上げ】 

＜一次会＞ 
場所：ホテル アルモニーサンク	 費用：7,000円 
時間：21:30~23:30(予定) 

HP：http://harmonie-hotel.jp/fukuoka/ 

 
＜二次会＞ 

場所：白木屋 小倉南口駅前店	 費用：4,500円 
時間：24:00~(予定) 

 

6. 各種オプション・中抜け等の変更期限について 
エントリー係：奥井 nishiorche30entry@gmail.com 

 
【各種金額設定・期限】  
①エントリー費：25,000円  
②合宿費：50,000円  

③エントリー費・合宿費振込期限：2019年 1月 18日(金) 23:59  
※ペナルティは以下の通りです。  
1月 19日(土)0:00～2月 1日(金) 23:59 → +3,000円  

2月 2日(土)0:00～2月 15日(金) 23:59 → +5,000円  
2月 16日(土)0:00～ → +7,000円  
④途中参加･抜け連絡期限：2019年 3月 1日(金) 23:59  

※1日につき、7,500円 返金致します。 
※期限後の申込は以下の通り返金額を減額致します。 
3月 2日(土)0:00～3月 15日(金)23:59 → 4,000円/日  

3月 16日(土)0:00～ → 0円/日  

 
⑤オプション費  

レセプション：5,000円  
高速バス：7,000円  
前日ホテル泊：9,500円  



当日ホテル泊：9,500円  
打ち上げ一次会：7,000円  
打ち上げ二次会：4,500円  

Tシャツ：2,300円  
スウェット：3,700円  
CD：3,000円  

DVD：5,500円  
Blu-ray：6,500円  
主管優遇費：1口 1,000円  

 
⑥オプション申し込み期限  
レセプション 3/1(金) ※1  

高速バス 2/15(金)  
前当日ホテル泊 2/15(金)  
打ち上げ 一次会・二次会 3/1(金) ※1  

Tシャツ・スウェット 2/15(金)  
CD・DVD・Blu-ray 未定 ※2  

 
※1 締切後も急な参加は可能です。  
※2  録音・映像の申込は演奏会後も数ヶ月間可能です。  

 
【連絡先】  
エントリー費・合宿費振込完了の連絡：会計 遠藤美有  

nishiorche30kaikei@gmail.com  
オプションの変更：エントリー係 奥井さくら  

nishiorche30entry@gmail.com 
 

 
 
 

 
 



7. 合宿所で販売するグッズのお知らせ 
グッズ・デザイン係：松田 nishiorche30design@gmail.com 
	 第 30回デザイン係の松田です。西オケの合宿所にて、エントリー時にご予約いただ

いた Tシャツ、スウェットパンツに加えてトートバッグ、クリアファイル、缶バッジ、
ステッカー（医オケくじ）を販売する予定となっていますので、ご紹介させていただき

ます。 

①【T シャツ（オリーブ、サックスブルー、ライトピンク）】2300円 
	 ・・・エントリー時にご予約いただいた数に加えて現地販売の分も数点持っていきま

すので、もしよければ追加でご購入ください。 

②【スウェットパンツ】3700円 
	 ・・・①と同様に数点持っていきます。現地は 3月で寒暖差もあるそうなので、 
ぜひ現地でもご購入検討ください！ 

 
 
 

 

 

 
 

③【トートバッグ（50 個限定）】1500円 

	 ・・・楽器デザインのトートバッグです。着替え入れ・楽譜入れに 適な Lサイズ
です。 
	 	 	 	 数量限定ですので、ぜひどうぞ。 



④【A4 クリアファイル】150円（予定） 
	 ・・・A4クリアファイルです。普段のお勉強のお供にどうぞ。トートバッグと絵は
同じです。 

デザイン係が手描きしたので、特殊楽器以外は描けています。 

 
 

 

 
 
 

 
⑤【缶バッジ】1個 150円、まとめ買いでさらにお安く 
	 ・・・なんと、第 30回西オケでは 10種類バッジを作ることになりました。 

	 	 	 	 えっ…今年の缶バッジ、作りすぎ…！？！ 
	 	 	 	 また、特別商品として第 30回西オケ実行委員長の内山伸一さんをイメージに
描いた、 

「うっちーバッジ」を販売します♬	 これを機に実長とお話しましょう(^^♪ 
	 	 	 	 お気に入りの柄は早い者勝ち★なので、お早めにご購入どうぞ！ 



 

⑥【ステッカー】300円（予定） 

	 ・・・医オケくじ用ステッカーです。デザインは第 30回ロゴマークです。 

 
皆様ぜひ西オケの思い出にグッズ購入ご検討ください。 

以上、デザイン係・松田真梨子からでした!(^^)! 

 
 

 
今回の【西オケ報 第 1号】の内容は以上となります。 
指揮者紹介やトレーナー紹介などについては、また追加させていただきます。 

今後、西オケ報や合宿のしおりなどが随時 HP上に掲載される予定です。その都度メー
リスや SNSなどでもお伝えいたします。ぜひご確認ください。 
また、HPの各種ページも随時更新していきますので、ぜひご覧ください。 

後までお読みいただき、ありがとうございました。 

 
 

第 30回西日本医科学生オーケストラフェスティバル in福岡 
実行委員長 産業医科大学 4年 内山伸一(文責) 

nishiorche30jiccho@gmail.com 


