
白馬スネルゴイキャンプ 2023 募集要項  
 

【１】 日時・会場・宿泊 

2023年2月28日(火)～3月2日(木) 2泊3日  

2月28日 15：00 受付開始  

3月2日 11：30 解散予定（状況によってはスケジュール変更の可能性があります。） 

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) 

会場までの主要アクセス（現地集合、現地解散となります） 

・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長野駅＝ホテルグリーンプラザ白馬間の送迎バス（1日1便のみ・有料・完全予約制・ホテルに直接要予約） 

・JR南小谷駅＝ホテルグリーンプラザ白馬間の送迎バス（1日7～8便・無料・予約不要） 

＊16時を過ぎて到着される方は、事前に委員会までご到着予定時刻のご連絡をお願いいたします。 

 

【２】 講師・内容・スケジュール 

講師：パウロ秋元牧師（TLEA東京アンテオケ教会）他 

内容、スケジュール（予定）： 

   ※最終日は、状況によってはスケジュール変更の可能性があります。 

 2/28（火） 3/1（水） 3/2（木）※ 

朝 

※ホテルのお部屋は、15時チェックインで

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。 

6:30～7:30 早天聖会 

7:30～朝食（バイキング） 

6:10～7:10 閉会聖会  

7:10～朝食（バイキング） 

午前 9:00～ 

賜物の実践集中講座  

または スキー、スノーボード 

 

9:00～ 

賜物の実践集中講座  

または スキー、スノーボード 

11：30 解散 

午後  

 

15:00受付開始 

16:00～開会聖会 

 

17：00～夕食（バイキング） 

昼食（各自またはカレーライス） 

14:00～16:00  

第13回白馬クリスチャン 

フィルムフェスティバル 

またはスキー、スノーボード 

17：00～夕食（バイキング） 

 
※ホテルのお部屋は、10時チェックアウト
となります。10時以降に客室の使用を希望

する方は、有料のレイトチェックアウトを
ご利用ください。 

夜 19:30～夜の聖会 

聖会後 各種セミナー（希望者対象、有料） 

19:30～夜の聖会 

聖会後 各種セミナー（希望者対象、有料） 

 

【３】 集会について 

今回の白馬スネルゴイキャンプでは、集会場の収容人数を通常の定員に戻します。 

（マスク着用、検温、消毒を行います。） 

 

なお、希望される方は、お部屋（客室）でオンラインで参加することもできます。 

現地参加者の方にも、オンラインで集会を視聴していただけます。別途オンライン配信の申込みは必要ありま

せんが、視聴する際に別途通信料が必要となります。 

通信料は、白馬スネルゴイキャンプ実行委員会では負担いたしかねます。それぞれでご負担をお願いいたしま

す。ホテルに無料Wi-fiはありますが、場所や利用状況（利用者が多いなど）によっては、つながりにくい場合

があります。（詳しくは、【13】をお読みください。）  

 

 

【４】 ＣＳ（子供のプログラム）、母子室 

今回の白馬キャンプでは、久しぶりにＣＳを行いますが、コロナ禍ということや、会場使用の関係で、下記の

ような形となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 



・対象は小学生です。（幼児(３才以上)のお子さんで参加ご希望の場合は、必ず、保護者の方同伴で、よろしく

お願いいたします。） 

・ＣＳは、開会聖会、夜の聖会、映像祭の時のみとなります。（朝の聖会や賜物セミナーの時は、ありません。）

※ 幼児のお子さんと保護者の方のためには、モニター付きの母子室があります。 

 

【５】 オンライン参加のご案内 

        現地でご参加が難しい方に、オンラインでご参加いただけます。 

    オンライン参加の条件は、次の通りです。 

・すべての聖会、白馬クリスチャンフィルムフェスティバルを生配信で視聴できます。 

生配信のトラブルの場合に備えて、録画でも視聴いただけます。 

（録画は、キャンプ終了後、2週間視聴可能です。） 

・聖会後の夜の各種セミナーは、原則オンラインのみで参加いただけます。 

そのため、同時間に並行して行われるセミナーを複数受講することはできませんので、ご注意ください。 

なお、講師の講義のみを録画で視聴できるセミナーもあります。 

詳しくは、後日発表される各種セミナーの詳細のご案内をご確認ください。 

    

ご準備いただくもの：インターネットに接続されたＰＣ、スマートフォン等の端末。 

メールアドレス（必須） 

費用：参加登録費 （自由参加の夜の各種セミナーは、別途、費用がかかります。） 

         なお、インターネット通信にかかる諸費用はご本人負担となります。 

 

「オンライン参加 - Join online - 」の申込みは、2/20(月)までで締め切ります。 

2/21(火)以降は、現地参加のみの受付（ホテルのお部屋に空きがある場合）となります。 

 

【６】 キャンプ参加費用 

    宿泊して現地での参加と、オンライン参加の２通りの参加方法から選んでご参加いただけます。 

 

① 参加登録費（宿泊して現地参加・オンライン参加共通）  

大人5,000円 / 中高生 3,000円 / 小学生・幼児 2,000円 / 2歳以下 1,000円 

参加登録費は、宿泊費とは別です。傷害保険料（現地参加者のみ）の他、会場費、機材レンタル・搬送費、 

講師謝礼、事務連絡費、オンライン配信（送信）にかかるインターネット回線費用等に用います。 

 

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。 

（キャンセルした後に、再び参加確実になった場合、他の人に移行していない参加登録費は有効です。） 

＊現地参加者は全員傷害保険に加入します。 

 

② 宿泊費、お食事（現地参加の方のみ） 

宿泊費は、全額、室料とお食事、聖会会場等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

に現地で参加する方は全員キャンプ委員会を通して宿泊をお申込みください。（個別に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。） 

朝、夕はバイキングです。基本コースは昼食はつきません（各自です）。昼食つきコースもあります（3/1昼の

み。カレーライス・ミニサラダ。）。 

朝・夕の食事の一部は不要等による値引きオプションはありません。 

2歳以下のお子さんは、宿泊費は無料です。保険に加入しますので、参加お申込みと参加登録費は必要です。 

 

 

 



物価高の影響により、宿泊費が値上がりしております。 

 
部屋人数 

／1室 

宿泊費 （下記の金額は、お一人様分の金額となります。） 

大人・中高生 小学生 幼児 2歳以下 

基本コース 

昼食なし（各自） 

2泊 3日 

夕食2、 

朝食2、 

昼食は各自 

4名以上／1室 20,000円 14,000円 10,000円 

無料 3名／1室※ 21,100円 14,770円 10,550円 

2名／1室※ 22,200円 15,540円 11,100円 

1名／1室 24,400円  

昼食つき 
（カレーライス1回） 

2泊 3日 

夕食2、 

朝食2、 

昼食1（3/1） 

4名以上／1室 20,800円  14,800円 10,800円 

800円 3名／1室※ 21,900円 15,570円 11,350円 

2名／1室※ 23,000円 16,340円 11,900円 

1名／1室 25,200円  

※ 2才以下のお子さんは部屋人数に入りません。宿泊費が有料の方の人数で数えます。 

※2～3名1室のコースは、ご家族、ご友人等グループで1室利用の場合のみ選択可能です。相部屋希望の方は、4名以上の

コースのみとなります。部分参加希望など上記に当てはまらない場合は、実行委員会までお問い合わせください。 

 

【７】 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 

4人部屋が基本で5人まで入れます。7人部屋（ファミリー向け）もあります。 

お部屋割りの希望は、お申込み時にご連絡ください。ご希望に添えない場合もあります。 

お申込み後にお部屋割りの希望を変更される場合は、2月20日（月）までとさせていただきます。それ以降の変更 

は、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

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。事前のお申込みが必要です。但し、ホテルが対応できる部屋の数に限りがあり、また宿泊日前後の客室 

利用状況により、ご用意できない場合があります。ご了承ください。 

 

【８】 スキー、スノーボードについて 

スキー・スノーボードをされる方は、別紙の「スキー、スノーボード申込書」にて詳細をご確認、ご記入の上、 

2月14日（火）までにオンラインまたはメールかFAXで白馬スネルゴイキャンプ実行委員会までお申込みください。 

団体扱い料金ですので、委員会を通しての申込みが必要です。料金は、現地でお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記のリフト券代は、大人・中高生、小学生、いずれも保証金500円が含まれています。 

保証金は、使用後のリフト券を、１階売店横のリフト券返却機にて返却すると返金されます。

■リフト券、レンタル料 （大人・中高生）  1日 2日 3日 

リフト券  

※保証金500円を含みます。保証金は、リフト券返却時に返金されます。 
2,500円 3,500円 4,500円 

 

レンタル品目 

スキーセット（板、靴、ストック）＋ウェア 
5,200円 7,700円 9,700円 

スノーボードセット（ボード、靴）＋ウェア 

スキーセットまたはボードセットのみ  3,000円 4,500円 6,000円 

ウェア（上下）のみ 4,000円 5,500円 7,000円 

■リフト券（小学生）、レンタル料 （小学生・幼児） 1日 2日 3日 

リフト券 ※幼児は無料ですが、保証金500円が必要です。 

※保証金500円を含みます。保証金は、リフト券返却時に返金されます。 
1,900円 2,600円 3,300円 

 

レンタル品目 

スキーセット（板、靴、ストック）＋ウェア 
4,700円 7,200円 9,200円 

スノーボードセット（ボード、靴）＋ウェア 

スキーセットまたはボードセットのみ  2,300円 3,300円 4,300円 

ウェア（上下）のみ 3,300円 4,300円 5,300円 



【９】 お申込み方法とお振り込みについて   

① オンラインでサイトよりお申込みください。 

・オンライン申込み 

（白馬スネルゴイキャンプお申込みサイト： https://forms.office.com/r/2PdmbpcKc9 ） 

・お電話によるお申込み（オンライン申込みが難しい場合のお手伝い・または代行） 

03-5327-5612（木曜休み） この場合も、メールアドレスが必要となります。 

② 参加登録費をお振り込みください。 

参加登録費と同時に宿泊費の振り込みも可能です。 

① 参加登録費のご入金確認と②オンラインのお申込みがそろった時点で、正式登録となります。 

オンラインで申込手続きをされても、参加登録費のご入金が確認されていない時点では、正式登録となり 

ませんのでご注意ください。 

※お電話で申込みされる場合も、登録処理のため、実行委員会によりオンラインの申込みサイトに入力、 

登録をいたします。入力されますと、ご登録のメールアドレスに予約受付確認のメールが送信されます。 

あらかじめご了承ください。なお、メールアドレスは、キャンプご参加に必要な各種連絡（お部屋番号、 

お食事時間その他）に使用しますので、キャンプ中に常時確認できるアドレスをご登録ください。（ご家族

の場合でも、個々にメールアドレスをお持ちの場合は、なるべく個々のアドレスでご登録ください。） 

[お振り込み先]  

ゆうちょ銀行  総合口座  

口座名：白馬キャンプ実行委員会   （ご注意：口座名に「スネルゴイ」は入りません。） 

記号：10090  番号：18137491   

（他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 

   

※宿泊費のお振り込み： 2月20日（月）までに宿泊費全額をお振り込みください。 

（参加登録費がお振り込み済みでない場合は、参加登録費と宿泊費の合計をお振り込みください。） 

お振り込みが2月21日（火）以降になる場合には、2月20日（月）までに必ずご連絡ください。 

 ご連絡のないまま、宿泊費のお振り込みがない場合は、キャンセル扱いとさせていただくことがあります。 

  ※ アーリー、レイト料金、スキー、スノーボードのリフト券、レンタル料金は現地でのお支払いとなります。 

ご到着時、受付の際に会計でお支払いください。夜の各種セミナー参加料金は、セミナー会場で集めます。 

 

【１０】 宿泊費のキャンセル料について 

宿泊を申込まれて宿泊参加されない場合は、必ずご連絡ください。 

1月29日(日)以降の宿泊キャンセルはキャンセル料がかかります。 

（2泊を1泊に変更し、1泊分キャンセルされた場合は、1泊分のキャンセル料が発生します。） 

 

1月28日(土)までのキャンセルは、宿泊費のキャンセル料はかかりません。なお、参加登録費はお返し

できません。（オンライン参加登録費に移行となります。または他の方に移行することができます。） 

1月29日(日)～2月12日(日)のキャンセル 宿泊費の10％ 

2月13日(月)～2月19日(日)のキャンセル 宿泊費の15％ 

2月20日(月)～2月25日(土)のキャンセル 宿泊費の25％ 

2月26日(日)のキャンセル 宿泊費の50％ 

2月27日(月)以降のキャンセル 宿泊費の70％ 

不泊の場合 宿泊費の100％ 

※ご本人が新型コロナウイルス陽性または濃厚接触者となったことにより宿泊をキャンセルされる 

https://forms.office.com/r/2PdmbpcKc9


場合は、キャンセル料は発生しません。すみやかにご連絡をお願いいたします。 

※キャンセルにより、返金が生じた場合に返金にかかる振込手数料は、ご負担いただきます。 

 

【１１】 傷害保険について 

現地でのキャンプ参加者は全員傷害保険に加入します。保険料は参加登録費に含まれています。 

補償内容は下記の通りです。 

 

＜補償内容＞ 

・旅行中の事故によるケガを補償 

・旅行中に事故により、他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまった場合の損害賠償金を補償 

・（キャンプ参加初日の0時より、参加末日24時までの範囲内で）キャンプ参加の目的をもって、ご自宅

を出発されてから、ご自宅に戻るまでを補償。 

 

＜担保項目＞      ＜保険金額／１名＞ 

死亡・後遺障害         670万円 

入院日額          10,000円 

通院日額            4,150円 

賠償責任           1,000万円 

 

【１２】 保護者同意書のご提出（18歳未満の未成年の方のみで現地参加の場合） 

お申込み時点で18歳未満の未成年の方で、成人の保護者・親権者、ご親族が同行されないで現地参加される

場合は、保護者に委任された成人の方（原則、同室になれる方）がご同行くださるようお願いいたします。 

また、ご参加にあたり、保護者・親権者の方の同意書を提出していただいております。募集要項の内容をご確

認の上、同意書（別紙）にご署名いただき、送付くださいますよう、お願いいたします（FAXまたは、メールに画像

添付、または郵送にて）。 

 

【１３】 白馬スネルゴイキャンプ中の新型コロナウイルス対策に関するご案内 

白馬スネルゴイキャンプに参加される皆様が安心してキャンプ中お過ごしいただくために、下記対応を 

実施いたします。ご理解いただき、ご協力をよろしくお願いいたします。 

以下に該当される方は、キャンプへの現地参加はご遠慮ください。 

・ 新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方 

・ 新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触があり、待機期間にあたる方 

・ 発熱・咳・下痢・味覚障害・嗅覚障害等の症状がある方 

・ 同居家族や身近な知人の感染が疑われる方 

※上記に該当する場合、すみやかに白馬スネルゴイキャンプ委員会にご連絡をお願いいたします。 

【ホテルグリーンプラザ白馬より、お知らせとご協力のお願い】 

・ 入館時に手指のアルコール消毒（各所にも設置してありますのでご利用ください） 

・ ホテル滞在中のマスク着用（入浴時・飲食時を除き） 

 

【集会について】 

今回の白馬スネルゴイキャンプでは、集会場の収容人数を従来の定員に戻します。 

なお、希望される方は、お部屋（客室）でオンラインで参加することもできます。 

※お部屋で視聴する際、オンライン配信の申込みは必要ありませんが、インターネット接続の可能な端

末（パソコンやスマートフォンなど）が必要となります。なお、インターネットの通信料については、白

馬スネルゴイキャンプ実行委員会では負担いたしかねます。それぞれでご負担いただく形となりますので

ご了承お願いいたします。また、ホテルの無料Wi-fiや携帯各社の通信環境の担保はいたしかねますので、



あらかじめご了承ください。 

 

＜集会会場で参加にあたってのお願い＞ 

・ 集会前に各自お部屋で検温を実施 

（発熱が確認された場合は集会会場での出席を取りやめ、看護係までご連絡をお願いします） 

・ 集会会場入口で、改めて非接触型体温計にて検温 

（発熱が確認された場合、集会出席の不可を検討いたします） 

・ 各自飲み物を持参し水分補給（集会会場に給水器の設置はありません） 

 

【各自ご持参いただくもの】 

・健康保険証・マスク・体温計・飲み物 

 

コロナ対策についてご質問等がありましたら、下記アドレスまで、メールにてご連絡をお願いいたします。 

TLEA 東京アンテオケ教会 白馬スネルゴイキャンプ実行委員会  

コロナ対策担当 tokyoantiochcovid19@gmail.com 

 

【１４】 その他 

  【英語通訳について】  

現地でご参加の場合、英語の通訳（イヤホン使用）があります。 

    配信で英語の通訳を希望される方は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。  

【日帰り参加について】 

現地で日帰り参加される方は、ホテルの宿泊階（３階以上）に立ち入らないでください（日帰り入浴（有料）を利

用される方の３階大浴場利用は除きます。）。また、２階レストラン（アルプス）には、食事（有料）を申込みされない

方は、立ち入らないでください。 

 

【１５】 全国旅行支援 その他のキャンペーンについて 

白馬スネルゴイキャンプは、全国旅行支援に対応しておりません。 

また、その他のキャンペーンにも対応しておりません。ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

【１６】 ご参加条件 

どなたでもご参加いただけるキャンプですが、参加される皆様のキャンプ中の安全と秩序維持のために白馬

スネルゴイキャンプ実行委員会の方針、要請に同意していただくことがご参加の条件となります。（クリスチャン

キャンプですので、禁酒・禁煙です。お部屋割り等、ご希望に添えない場合があります。） 

 

主催：The Light of Eternal Agape 東京アンテオケ教会内 白馬スネルゴイキャンプ実行委員会 

https://tlea.tokyoantioch.com/hakuba-synerugoi/ 

TEL：03-5327-5612 FAX：03-5373-1970  

白馬専用E-mail：hakubacamp@tlea.tokyoantioch.com 

お問い合わせフォーム： https://forms.office.com/r/gjGZF0Jm9t   

※お問い合わせフォームは、キャンプのWeb申込ページからもご利用いただけます。 

https://tlea.tokyoantioch.com/hakuba-synerugoi/
https://forms.office.com/r/gjGZF0Jm9t

