
APA 室内楽合宿企画委員会 宛 

つま恋リゾート彩
さい

の郷
さと

・2022 エイパ室内楽合宿申込書 ver2／提出期限：７/22（金) 

１． 参加者登録                                年  月   日 

会員番号 

(         ) 

一般参加 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 

 

(同伴者) 

楽器 

 

 

(      ) 

振込（済み、予定） 

共 益 費 ：   月   日 

宿 泊 費 ：   月   日 

都道府県市区： 電話 携帯 

e-mail: 23 日掛川駅南口 12:45 バス利用 あり（  名）、なし 

滞在：     日    時到着（車、電車、他      ）  ～      日    時退出 

２．共益費・懇親会費（○をつけて、その合計金額を合計欄に記入下さい。（懇親会費は現地払いでも可） 

 日帰り参

加 

１泊参加 

(合奏２日間） 

２泊参加 

(合奏３日間） 

金夜 

懇親会（注） 

土夜 

懇親会(注) 
合計 

 

弦管楽器の方 

 

 

4000 円 

 

7000 円 

 

10000 円 

お酒の方 3000 円 

ノンアルコール 

の方 2500 円 

ｳｲｽｷｰ差入れ有り 

（-1000 円） 

お酒の方 3000 円 

ノンアルコール 

の方 2500 円 

ｳｲｽｷｰ差入れ有り

（-1000 円） 

 

ピアノの方 5000 円 9000 円 13000 円 

(注)つまみ 440 円、オードブル 1100 円、ビール(中瓶)850 円、ジンジャーエール 400 円など参加数で注文。 

尚、懇親会会場費は NPO の負担で開催します。懇親会参加申込は当日夕食終了時までですが飛び入り可。 

３．宿泊申し込み（9/14 迄に入金願います、9/9 以降の宿泊の取消しは裏面のキャンセル料が発生します。） 

宿泊室を○で選択 

（料金は１泊２食） 

該当する滞在＆食事に○ 

( )内に金額記入する。（朝食なしは NG） 

宿泊費合計 同室希望者名な

ど 

ノースウイング 

4 名１室 11550 円/人 

金夕・金泊＆朝（     円） 

土昼(牛丼 1100 円) 

土夕･土泊&朝（      円） 

日昼(ﾎﾟｰｸｶﾚ-1100 円) 

（注：夕食なしの方-2200 円） 

 

 

      円 

 

 

3 名 1 室 12100 円/人 

２名１室 13200 円/人 

１名 1 室 18700 円/人 

サウスウイング 

２名１室 11550 円/人 

金夕・金泊＆朝（     円） 

土昼(1100 円)、土夕･土泊&朝（     円） 

日昼(1100 円)（注：夕食なしの方-2200 円） 

 

      円 

 

１名１室 14850 円/人 

４―１．合奏希望曲（バロックの部屋を除き、１日参加１曲、2 日参加２曲、３日参加３曲まで） 

作曲者・曲名 編成 自分のパート 出版社・ｾｯﾄ楽譜有無 

    

    

    

ﾊﾞﾛｯｸ    

ﾊﾞﾛｯｸ     

４－２．アレンジ希望（全 9 枠中希望する合奏枠数：     ）、希望ジャンル、その他ご希望・ご意見 

 

提出先 FAX：03-3232-4168  e-mail：gasshuku@apa-music.org 

mailto:gasshuku@apa-music.org


＜関連情報＞ 

１．宿泊費・予約金の払い込み方法（参加申込書を先に提出下さい）： 

予約金（共益費）・宿泊費の合計額で構いませんが、送金者氏名の後に「ヨヤク」と追記下さい。 

①  みずほ銀行 新宿中央支店（普通） ２８２０６９５ 

②  三菱 UFJ 銀行 新宿支店(普通) ０４７９６１２ 

③ 三井住友銀行 新宿支店(普通) ４６８５６２５ 

④  ゆうちょ銀行 〇一九店（ゼロイチキュウ店）No.０１９５６０９ 

① ~④の口座名義はいずれも：トクヒ）ニホンアマチユアエンソウカキヨウカイ 

⑤  郵便振替 00160-9-0195609 NPO 法人日本アマチュア演奏家協会 宛 

 

２．宿泊室の詳細                

１）ノースウイング（洋室 130 室、客室面積 52 ㎡、定員最大５名（1 名はソファベッド）、ガーデンビュ

ーバス、チェックインフロントと棟続き、雨天時合奏室往復に傘不要。） 

客室備品：無線 Wifi 接続、バスタオル、フェイスタオル、浴衣（室内用）、歯ブラシ、シャンプー、リン

ス、ボディソープ､ハンドソープ､ブラシ､綿棒､ヒゲソリ､電気ポット､ドライヤー､冷蔵庫（中身空） 

２）サウスウイング（洋室 92 室、28 ㎡、定員 3 名（１名はソファベッド）、同フロントから一旦屋外に出

るため雨天時合奏に傘要。  

客室備品：同上、ガーデンビューバスはなし。 

(注)譜面台は各自持参願います。借用の場合 220 円/日（ミュージックガーデンスタッフから個人精算） 

３．金夜・土夜の懇親会 

持込みウイスキー（持ち込料 2200 円/本）で氷・炭酸無料が一番安上がりなので、ご自宅在庫の提供者（参

加費 1000 円割引き）を募集します。入浴後遅れて参加の方も 1000 円割引。 

会場にピアノもあるので、余興演奏はＮＧでなくその場の雰囲気で。。 

４．キャンセル料           

 ~8/31 9/1~14 9/9~15 9/16~17 9/18~20 9/21 9/22 9/23 

宿泊費 なし なし 10% 20% 30% 50% 80% 100％ 

共益費 なし 100%（懇親会費は含みません） 

５．掛川駅との連絡バス時刻表 

初日エイパ専用無料バス(掛川駅南口)：12:45 発  （15 名以上で運行のため多数予約お願いします） 

シャトルバス、毎日掛川駅発 15 時と 16 時   ホテルフロント前：毎日 10 時半 

６．駐車料金：宿泊数に拘わらず 500 円/台  

フロントがあるホテルメインロビー前の一時駐車スペースに一旦駐車し、エイパ宿泊客として駐車カード

（500 円）を受け取り、宿泊ホテルの駐車場に移動をお願いします。  

７．合奏枠タイムテーブル 

 9時 10時 12時 13時 14時 16時 18時 19時 21時 

23(金)         13時集合・自己紹介 予約１ 予約２ 夕食 予約３ 懇親会 

24(土) 即席１ 予約４ 昼食 即席２ 予約５ 予約６ 夕食 予約７ 懇親会 

25(日) 即席３ 予約８ 昼食 即席４ 予約９ 解散 

(注１)M8 合奏室は常時 Cem 付バロックの部屋となります。 

(注 2)１枠 120 分ですが、参加者が 40 名を超えた場合は、合奏枠を増やすために 90 分枠に変更かも。。 

                                           以 上 


