
申込用紙 
ふりかな     性別 男・女 血液型    型 

お名前 姓 名  

生年月日 

 

西暦      年  月  日   才 

住所 〒 

電話番号  FAX 番号  

携帯番号  緊急連絡先  

メールアドレス    @ 

集合方法 □自家用車  □送迎バス山方宿駅 10 時 30 分集合  □送迎バス山方宿駅 12 時 30 分集合 

□電車利用送迎バス指定時間外自力で徒歩またはタクシーで現地入り 

上記事項は可能な限りお書きください、こちらからの返信が受け取れるようにメールアドレスか FAX 番号は必ずお書きください。 

上記個人情報はキャンプの事務手続き及び一般旅行傷害保険登録以外には使用いたしません。 

部屋割り 禁煙・喫煙可・喫煙 部屋割りは未成年者を優先し禁煙室を割り当てます、ご希望に添えない場合はご容赦ください 

同室希望 氏名（           ）（          ）（           ） 

  （           ）（          ）（           ） 

2 名～6名まで同室指名可能ですが定員により希望に添えない場合もございます。 

 

参加コース 
□基本コース □個人レッスン無しコース □引率コース □その他 

 

 

オプション 

□講師指名  第一希望          第二希望           

□前日(16 日入り)   □前々日(15 日入り)+ゴルフコンペ 

□自分のマウスピースを型に取って作るアパチュアチェック用リム   個     

□あっという間に上手くなる西郷ブレス   個 

□ロマンスの部屋 ※希望曲をお書きください（                ） 

ホルン歴       年   ヶ月くらい  現在師事している先生  

所属団体・学校名  

演奏タイプ □ソリスト志向 □吹奏楽志向 □オーケストラ志向 □基礎練大好き！曲興味なし！ □その他 

フレンチホルン以外の

持参楽器 

□ナチュラルホルン持参  □アルペンホルン持参   □その他(         )    

高校生以下(含む)の参加者は保護者の承諾が必要です。必ず保護者の方が記入、捺印を行ってください。中学生以下(含む)の方は 

1 グループ最低 1 名の引率が必要です。ホームページ経由でのお申し込みの場合は承諾書を FAX または承諾書を当日忘れずご持参ください。

      つの笛サマーキャンプ 2018 への参加を承諾致します。 

保護者氏名           印       緊急時連絡用電話番号 

住所                   

～通信欄～ 

 



開催要項 

日程 2018 年 8 月 17 日（金）13 時開講～19 日（日）13 時閉講 （予定） 

 

 

 

開催地 

ボボスカントリークラブ（サンクチュアリ久慈ゴルフクラブ） 

〒319-3111 茨城県常陸大宮市山方 4933 TEL 0295-55-9555 

※お申込み、お問い合わせは上記では受け付けていません ticket@tsunobue.か FAX03-3997-8579 までお寄せください。

那珂 IC を降り最初の信号を右折し､バードライン広域農道へ。2つ目の信号を右折し国道 118 号線を大子方面へ進む。 

山方トンネル 手前の五差路の信号を左折､県道 29 号線に入り道なりにコースへ。 

ＪＲ水郡線『山方宿駅』より約 5Km／タクシー約 5 分/ＪＲ常磐線『水戸駅』より約 40Km／タクシー約 60 分 

●送迎バスを山方宿駅 10 時 30 分集合□12 時 30 分集合を予定しています、定員が限られていますのでお申込み用紙にご

記入ください。 

参加講師 
飯笹 浩二 / 五十畑 勉 / 岸上 穣 / 木村 淳 / 西郷 雅則 /  

日高 剛(19 日午前中まで)/ 丸山 勉 / 鈴木 優（17 日夜から）/ 豊田 実加  

※都合により講師の変更の場合もございます  

 

参加資格 

99 歳までのホルンをこよなく愛する方   ※99 歳以上の方はご相談ください。 

高校生以下は保護者の承諾、中学生以下は引率者が必要です、ホームページ経由でのお申し込みの場合は承諾書を 

FAX または当日忘れずご持参ください。引率やファミリーでの参加や他楽器持参などお気楽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

参加費 

□基本コース 38,000 円   個人レッスン、講師クラス単位または合併クラスでのアンサンブ

ル・レッスンおよび最終日発表、有料オプション以外の全てのイベントに参加できます。 

(17 日夕食～19 日昼食代含む) 

□個人レッスン無しコース 30,000 円 個人レッスン無し、有料オプション以外の全てのイベン

トに参加できます。クラス別アンサンブルに飛び入り参加できます。(17 日夕食～19 日昼食代含

む) 

□泊なしコース 25,000 円 近隣の方など通いが可能な場合の宿泊費がかからないコースです。

（17 日夕食、18 日昼夕食代含む） 

□引率コース 18,000 円有料オプション以外の全てのイベントに参加できます。引率された参加

者の個人レッスンの聴講が可能です。（17 日夕食～19日昼食代含む） 

□その他 団体割引やファミリー割引、高校生以下のグループ割引（個人レッスンは一回で残り

の一回はグループレッスンなど）ご相談ください 

 

 

 

 

 

 

 

オプション 

□講師指名+3,000 円 講師欠席や定員等により希望に添えない場合もございます 

先着順（各講師 5名前後の予定）お早めにお申し込み下さい。講師指名が無い場合は、所属団体や現在師事

している先生、通信欄に頂いたコメント等で講師をこちらで決めます。 

□前日入り+10,000 円 17 日入りが困難の方や講師と少人数で接したい等々の方向けのオプションで

す、16 日（木）15 時以降の到着で自力で現地まで向かえる事が原則です。もちろん音出しも出来ます。 

□前々日入り+ゴルフコンペ※16日（木）早朝プレイ予定です、15 日（水）宿泊費とコンペ料金はつの

笛キャンプと別、当日精算となります。コンペ参加講師に関してはお問い合わせください。 

□ロマンスの部屋+2,000 円 素敵なピアニストと密な 20 分、事前に曲目申告が望ましいですがお馴染

みのあの曲なら当日でも大丈夫かも？定員に空きがあればその場でのエントリーや追加も可能です。伴奏譜

はご自身でご用意ください。 

□自分のマウスピースを型に取って作るアパチュアチェック用リム 300 円× 個  

□あっという間に上手くなる新型西郷ブレス 300 円× 個  

※ドクトル西郷による工作コーナー、当日別途のお支払です、材料に限りがありますので事前予約がおスス



メです。沢山作ってお土産にいかがですか？各所要時間約 45 分 

 

～恒例イヴェント～ 

 ○響け！アルペンホルン 常陸の山の中、思いっきりアルペンを吹き鳴らそう！ 

アルペンホルン持ち込み持参大歓迎。これであなたもスイス気分満喫。 

 ○ロマンスの部屋 ホルン独奏を素敵なピアニストと共演できる夢の時間を提供します。 

  あなたのお気に入りの１曲を是非、演奏してみませんか？もちろんコンクールの練習にもお使いいただけます。 

 ○『THE ホルン★バトル』自慢の１曲、ホルンパフォーマンスを披露、つの笛メンバーが辛口コメントで評価します！ 

     昨年は多くの参加者がこのステージにノミネートしてくれました。度胸試しにも。 

 ○大朝顔市 都内有名楽器店のブースがオープン！ホルンの吹き比べができる最高のチャンス！ 

  ベルが豪華に陳列されるその様はキラキラの朝顔市です！ 希望があれば、つの笛メンバーに楽器選定もちろん OK!  

 ○ドクトル西郷工作コーナー 今年はどんなものが工作できるのか？君も秘密工作員になれ！ 

○ホルンラジオ体操 早朝ウォームアップ＆ハイキング by 早朝番長木村傑作 

 ○ホルン！インワン！ 前日乗り込み企画。つの笛ゴルファーと回るエンジョイ・スイング！ 

パターが決まれば Hi-F も決まる！ナイス・ショツト！ 

～新アトラクション～ 

 ○ビッビッビンゴ！緑本！ ビンゴで出た数番号を演奏、ビンゴと景品当選を兼ねたお楽しみ企画！  

 ○ほのぼの花火大会！ 会場から遠方に見ることができる近郊市街の花火大会をお楽しみいただく 

  サタデーナイトフィーバー！！やっぱ夏は花火でしょ。。 運が良ければ３会場の花火が望めます！〜運がよけりゃ！〜 

 ○つの笛蚤の市 メンバーたちのホルン備品やグッズをオークションに！ 売り上げは震災復興義援金に充てます。もちろん 

参加者の皆さんからも持ち込み大歓迎！ 「これが欲しけりゃ、万札握りしめて来いっ！」 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

★注意事項★     

個人レッスン含め全てのイベントは軽装です。（講師も T シャツ等です） タオル、ドライヤーやシャンプーは大浴場に設置がございますが 

特にタオルは数が限られてますので出来るだけご持参ください。譜面台、水抜きタオル、保険証、長袖等羽織るものをご用意ください。 

お部屋は同世代、性別で分けた相部屋です、家族部屋やお友達同士の相部屋も出来る限り対応いたします。   

毎夜、交流会が行われますが未成年は指示に従った時間に部屋に戻るよう皆様で声を掛け合いましょう。     

禁煙の部屋が少ないため 未成年者を優先に禁煙室を割り当てておりますのでご理解頂きますようご協力お願いいたします。 宅急便を送る際は必

ず備考欄に「つの笛集団サマーキャンプ」とご記載ください、お帰りの際は着払いのみ発送可能です会場は貸切ではなく一般客の方も居られます、

ご配慮のご協力をお願い致します。  

～お申し込みから完了まで～  

申込用紙をＦＡＸまたはインターネットにより送信してください、3日以内に合計金額、入金方法等をお知らせいたします 

入金を確認次第お申込完了となります。申込者よりお問い合わせ、ご一報がない場合や送信、入金どちらか一方ではお申込み未完となります。※注）お申し込みより

3 日過ぎても事務局より返答がない場合はご一報ください メールや FAX の送信ミスなどが考えられます。 こちらの返信メールが迷惑メールとして処理される場合が

ございますのでご注意ください。           携帯電話からのお申し込みの方は ticket@tsunobue.net からのメールを受信設定をお願いいたします。 

キャンセルポリシー 

入金期日を過ぎてご連絡がない場合と未入金はキャンセルとみなします。その場合指名講師や有料オプション講座などもキャンセル待ちの方に譲ります。 

2018 年 7月 30 日までにキャンセルお申し出は無料（事務手数料 1000 円を差し引いた金額）2018 年 7月 31 日～8月 5日までにキャンセルお申し出は 5000 円 

2018 年 8月 6日以降にお申し出は参加費全額 

募集人数 60 名 
募集期間 2018 年 6 月 5 日(火)第 37 回定期演奏会会場にて先行受付～2018 年 7 月 23 日(月)  

※定員になり次第締め切ります 

 

申込方法 

FAX またはインターネットにて（申込用紙ホームページよりダウンロード可能） 

FAX03-3997-8579   ticket@tsunobue.net 

http://www.tsunobue.net → 検索「つの笛集団」 

 


