2017年白馬キャンプ 募集要項
【１】日時・会場
プレキャンプ 2017年 7月25日(火) 1泊（25日 15時受付開始、15時チェックイン）
本キャンプ
2017年 7月26日(水)～ 7月28日(金) 2泊3日（26日 15時チェックイン 28日 11時30分解散予定）
（現地集合、現地解散となります）＊16時を過ぎて到着される方は、事前にご到着予定時刻のご連絡をお願い致します。
■宿泊・聖会・J.GOSPEL U21/KIDSコンテスト ファイナルin白馬：ホテルグリーンプラザ白馬
（長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1 TEL 0261-82-2236 最寄り駅：ＪＲ大糸線 南小谷駅）
■J.GOSPELコンテストファイナルin白馬：大町市文化会館（長野県大町市大町1601-2）ホテルからの送迎あり
ホテルまでの主要アクセス
・東京アンテオケ教会からホテルグリーンプラザ白馬までの直行バス（有料・要申込み）
・JR南小谷駅からホテルグリーンプラザ白馬までの送迎バス（無料・完全予約制・ホテルに要申込み）

【２】講師・内容・スケジュール
聖会講師：パウロ秋元牧師（TLCCC東京アンテオケ教会）他
朝・夕の聖会（一般、中高生礼拝、小学生礼拝）
、J.GOSPELコンテストファイナルin白馬、レクリエーション、
ボイストレーニング、オーケストラセミナー 、ブログセミナー等
7/25（火）

7/26（水）

7/27（木）

7/28（金）

6:10～早天聖会
朝食（バイキング）
自由
8：20-11:00レクリエーション（自由参加）
9:00-コンテストリハーサル（出場者）
12:30～
J.GOSPELコンテスト ファイナルin白馬
（会場：大町市文化会館）

6:30～早天聖会
朝食（バイキング）
9:00～閉会聖会

15:00プレキャンプ
受付開始

6:30～早天聖会
朝食（バイキング）
自由
8:20-12:00レクリエーション（自由参加）
8:30-コンテストリハーサル（出場者）
12:30～
J.GOSPEL U21/KIDSコンテスト ファイナ
ルin白馬（会場：ホテル）
16:00～17：00開会聖会
17：00～夕食（バイキング）
19:30～夜の聖会
聖会後 各種セミナー（自由参加）

朝
午前

午後

夜

17：00～夕食
（バイキング）
19:30～夜の聖会

11:30 解散

17：00～夕食（バイキング）
19:30～夜の聖会(表彰式)
聖会後 各種セミナー（自由参加）

＊ ホテルのお部屋は、チェックイン15時、チェックアウト10時となります。
15時より前に客室の使用を希望する方は、有料のアーリーチェックインをご利用ください。

【３】レクリエーション・各種セミナーについて
自由参加でレクリエーションをお楽しみいただけます。無料(ソフトボールのみ)、有料（ソフトボール以外）の企画があります。
有料の企画は、各自お支払い（当日お支払い）となります。
■ 7月26日(水) 8：20～12：00
ソフトボール、コルチナアドベンチャーランド（身長110cm以上の小学生以上）、黒部ダム、八方尾根（予定）
＊ゴンドラ代や入園料など実費（各自お支払い）ホテルから送迎あり。

■ 7月27日(木) 8：20～11：00
コルチナアドベンチャーランド（身長110cm以上の小学生以上）、グリーンスポーツの森 ＊有料（各自お支払い）
■ 7月26日(水) 、27日(木)夜間
ボイストレーニング、オーケストラセミナー、ブログセミナー等（有料：受講1回につき500円～）
、
※ 参加ご希望の場合は、メールまたはファクスで、お申込みください。
【４】お部屋割り、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトについて
グループで１部屋や同室等の希望のある方は、お申込み時にご連絡下さい。お部屋は和洋室（ベッド2＋8畳）で4人部
屋が基本で5人まで入れます。7人部屋（ベッド2＋ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ1＋8畳）もあります。7人部屋は、お部屋の中に階段が
ありますが、階下から出入りできるお部屋もあります。4人部屋を3人以下で使う場合は割増料金がかかります。また、
ご希望に添えない場合もあります。なお、宿泊費無料の2才以下のお子さんは人数に加えられません。宿泊費が有料
の方の人数で数えます。例えば、4人ご家族で、2才以下のお子さん1人の場合は、3人で1部屋を使う場合の割増料金が
かかります。直前のお申込みの場合、5～7人部屋になったり、4人部屋（相部屋）にできずに1～3人部屋で割増料金を
お支払いいただく可能性もあります。ご了承ください。
アーリーチェックイン／レイトチェックアウトを希望される場合は、別途料金（1 時間 1 部屋に付き税込￥750）が
かかります。但し、宿泊日前後のホテル側の客室利用状況により、対応できない場合があります。ご了承ください。
【５】費 用
① 参加登録費
大人 3,500 円 / 中高生 1,500 円 / 小学生以下 500 円（それぞれ保険料を含む）
＊キャンプ参加者は全員傷害保険に加入します。
（補償内容：死亡・後遺障害 669 万円、入院日額 1 万円支給、通院日額 4,140 円、賠償責任 1 千万円）

参加登録費は、保険料の他、ゴスペルコンテスト会場費、機材レンタル、事務連絡費、講師謝礼等に用います。
キャンセルの場合でもお返しできませんのでご注意ください。他の人に移行はできます。
一度キャンセルした後で確実参加となった場合、すでに払込み済みの参加登録費は有効です。
② 宿泊費、お食事
宿泊費は、全額、室料とお食事、会場使用料込みの料金としてホテルに支払われますので、キャンプに参加する方は
全員キャンプ委員会を通して宿泊申し込みをして下さい。
（個別に直接または他の旅行社等経由でホテルの予約を取るこ
とや、他の宿泊施設を利用してのご参加はご遠慮ください。
）

4 人部屋を 2～3 名で使用する場合は、割増料金がかかります。下記は割増料金を含んだ金額です。
小学生の宿泊費は大人料金の70％、幼児の宿泊費は大人料金の50％になります。
※プレキャンプの 25 日のみ夕食なしのコース
を選択いただけるようになりました。（Ｂコース）

プレキャンプ参加
7/25-28
3泊4日

プレキャンプ参加
7/25-28
3泊4日
プレキャンプ夕食は各自

本キャンプ
7/26-28
2泊3日

金 額 （下記の金額は、お一人様分の金額となります。）

お申込み
コース

部屋人数／1 室

Ａ４

夕食 3、朝食 3、
昼食（お弁当)2
＊2 歳以下のお子さんはお
弁当はありません。

夕食 2、朝食 3、
昼食（お弁当)2
＊2 歳以下のお子さんはお
弁当はありません。

夕食 2、朝食 2、
昼食（お弁当)2
＊2 歳以下のお子さんはお
弁当はありません。

大人・中高生

小学生

幼児

4 名以上／1 室

28,000 円

19,600 円

14,000 円

Ａ３

3 名／1 室

29,620 円

20,734 円

14,810 円

Ａ２

2 名／1 室

31,240 円

21,868 円

15,620 円

Ｂ４

4 名以上／1 室

25,200 円

17,640 円

12,600 円

Ｂ３

3 名／1 室

26,820 円

18,774 円

13,410 円

Ｂ２

2 名／1 室

28,440 円

19,908 円

14,220 円

Ｈ４

4 名以上／1 室

19,200 円

13,440 円

9,600 円

Ｈ３

3 名／1 室

20,280 円

14,196 円

10,140 円

Ｈ２

2 名／1 室

21,360 円

14,952 円

10,680 円

上記以外をご希望の方は、お申込みコースを

「Ｚ」（ゼット）

2 歳以下

Ａ０
無料

Ｂ０
無料

Ｈ０
無料

とご記入の上、白馬キャンプ実行委員会までご連絡ください。

上記宿泊費には、下記のお食事が含まれます。宿泊無料の2才以下のお子さんは、お弁当はありません。
プレキャンプから参加（Ａ）
プレキャンプから参加（Ｂ）
本キャンプのみ参加 （Ｈ）
25（火）

夕：バイキング

夕：なし（各自）

26（水） 朝：バイキング、昼：お弁当、夕：バイキング

朝：バイキング、昼：お弁当、夕：バイキング

夕：バイキング

27（木） 朝：バイキング、昼：お弁当、夕：バイキング

朝：バイキング、昼：お弁当、夕：バイキング

朝：バイキング、昼：お弁当、夕：バイキング

28（金） 朝：バイキング、昼：なし（各自）

朝：バイキング、昼：なし（各自）

朝：バイキング、昼：お弁当

【６】お申込み方法とお振込みについて
参加申込書提出と合わせて、参加登録費をお振込みください。参加申込書の到着と参加登録費の入金確認をもって、
お申込み受付となります。参加登録費と同時に宿泊費の振込みも可能です。インターネットでも申込みできます。
（白馬キャンプ Website 白馬キャンプtlcccで検索！ http://tokyo.antioch.jp/hakuba-summer/）
[お振込み先]
ゆうちょ銀行 総合口座 口座名：白馬キャンプ実行委員会
記号：10090
番号：18137491
（他銀行から送金する場合）ゆうちょ銀行 店名：〇〇八（ゼロゼロハチ）店番：008 普通預金 1813749
お振込みされましたら、
「参加申込書 兼 払込連絡用紙」をメールまたはファックスで白馬キャンプ実行委員会 会計
担当までお送りください。
申込み〆切日は特にありません。お部屋の空きが無くなり次第、〆切らせていただきます。ホテルのお部屋が空いている
場合は、キャンプ開始後もお申込みいただけますが、必ず出発前に参加の可否をお問い合わせ下さい。
■7月11日（火）までに全額をお振込みください。宿泊費のお振込みが、7月11日（火）以降になる場合には、振込み予定
日を必ずご連絡ください。ご連絡のないまま、宿泊費のお振込みがない場合は、キャンセル扱いとさせていただくこと
があります。
【７】キャンセル料について
申し込まれて参加されない場合は、必ずご連絡ください。7月19日（水）以降は、下記のキャンセル料がかかります。
7月18日(火)までのキャンセル
キャンセル料はかかりません。
（参加登録費はお返しできません。
）
7月19日(水)～ 24日(日)のキャンセル 宿泊費の30％
7月24日(月)のキャンセル
宿泊費の50％
7月25日(火)以降のキャンセル
宿泊費全額

主の十字架クリスチャンセンター東京アンテオケ教会内 白馬キャンプ実行委員会
TEL：03-5327-5612 FAX：03-5373-1970 白馬専用E-mail：hakuba-camp@coda.ocn.ne.jp

