白馬キャンプ2022 募集要項
【１】日時・会場
プレキャンプ 2022年 7月19日(火) 1泊

（19日 15時受付開始、15時チェックイン ）

本キャンプ 2022年 7月20日(水)～ 7月22日(金) 2泊3日 （20日 15時チェックイン 22日 10時 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コンテスト ファイナルin白馬（U21/KIDS、一般共）
：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）
■ホテルまでの主要アクセス
・東京アンテオケ教会⇔ホテルグリーンプラザ白馬 直行貸切バス（有料・要申込み）
・JR南小谷駅⇔ホテルグリーンプラザ白馬 ホテルの送迎バス（無料・完全予約制・ホテルに直接お申し込み下さい。）

【２】講師・内容・スケジュール
聖会講師：パウロ秋元牧師（TLEA東京アンテオケ教会）他
朝・夕の聖会（一般、中高生礼拝）、J.GOSPELコンテストファイナルin白馬、レクリエーション、
各種セミナー（オーケストラセミナー、アレンジセミナー、ＡＩセミナー等）
7/19(火)

7/22（金）
5:50～早天聖会

朝食（バイキング）

朝食（バイキング）

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）

自由
8：20-12:00レクリエーション（自由参加）

8:30～閉会聖会

8:30-コンテストリハーサル（出場者）

9:00-コンテストリハーサル（出場者）

10:00 解散予定

15:00プレキャンプ

12:30～

13:00～

受付開始

J.GOSPEL U21/KIDSコンテスト ファイ
ナルin白馬（会場：ホテル）

J.GOSPELコンテスト ファイナルin白馬
（会場：ホテル）

17：00～夕食

16:00～17：00開会聖会

（バイキング）

17：00～夕食（バイキング）

17：00～夕食（バイキング）

19:30～夜の聖会

19:30～夜の聖会

19:30～夜の聖会(表彰式)

聖会後 各種セミナー
（自由参加）

聖会後 各種セミナー（自由参加）

聖会後 各種セミナー（自由参加）

午前

夜

7/21（木）
6:30～早天聖会

朝

午後

7/20（水）
6:30～早天聖会

＊ 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。
上記時間より前後にお部屋使用をご希望の場合は、有料のアーリーチェックイン、レイトチェックアウトをご利用ください。

【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。
ソフトボールのみ無料です。その他は有料で、各自お支払い（当日お支払い）となります。
キャンプ参加申込みの際にお申込ください。（後日の変更・キャンセルは可能です。）
■ 7月20日(水) 8：20～12：00 ※人数が集まらないときは催行しない場合があります。
ソフトボール（無料）
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）、八方尾根（予定）
※有料 ゴンドラ代や入園料など実費（各自お支払い）

■ 7月21日(木) 8：20～12：00 ※人数が集まらないときは催行しない場合があります。
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
黒部ダム（予定）
＊有料（各自お支払い、ホテルから無料送迎あり）

■ 7月１９日（火）、20日(水) 、21日(木)夜間
オーケストラセミナー、アレンジセミナー、ＡＩセミナー等（有料：受講1回につき500円～）

【４】集会について
今回の白馬キャンプでは、ソーシャルディスタンスを保つために、集会会場の席数が限られています。
そのため、聖会や集会の際に、お部屋（客室）にてオンラインで参加していただく場合があります。
あらかじめご了承お願いいたします。
別途オンライン配信の申し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。
（詳しくは、【12】をお読みください。）
※現地参加の方は、全員、オンライン配信の視聴ができます。（たとえば本キャンプから参加の方は配信で
プレキャンプを視聴することができます。）
■ＣＳ（子供のプログラム）、託児室、母子室はありません。
今回は集会室の確保ができないため、CS（子供のプログラム）、託児室、母子室はありません。
小学生以下のお子様をお連れの方は、ご自分のお部屋で聖会や集会の視聴をお願いいたします。

【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、ゴスペルコンテスト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 - 」の申込は、7/11(月)までで締め切ります。
7/12(火)以降は現地参加のみの受付となります。

【６】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、お申し込み時に申込フォームにてご連絡ください。
お部屋は和洋室（ベッド2＋8畳）で4人部屋が基本です。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。
1～3人で１室を使う場合は割増料金がかかります。
2～3名1室は、ご家族、ご友人等グループで1室利用で、相部屋ではない場合のみ選択可能です。
相部屋希望の方は、4名以上のみとなりますが、相部屋希望の方が4名集まらない場合、3名以下の割増料金がかかる場合
があります。
なお、宿泊費無料の2歳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、内1人が2歳以下のお子さんの場合は、3人で1部屋を使う場合の割増料金がかかります。
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（２週間前まで）のお申し込みが必要です。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。

お申込み後にお部屋割りを変更される場合は、7 月 11 日（月）までとさせていただきます。
7 月 12 日（火）以降の変更は、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【７】費 用
①

参加登録費 (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（それぞれ保険料を含む）
今回コロナウイルスの影響により、定員を 300 名までと指定されました関係で参加登録費が通常の金額と異なります。ご理解、
ご協力のほど、よろしくお願い致します。
また、コロナウイルス感染症の感染状況のために、委員会側の判断によりホテルでの宿泊を伴う開催が中止となりオンライン
参加のみでの開催に変更となった場合は、自動的にオンラインでのキャンプ参加登録費となります（参加登録費の返金はあり
ません）。
＊キャンプ参加者は全員傷害保険に加入します。
参加登録費は、保険料の他、会場設営費、機材レンタル、オンライン配信（送信）にかかるインターネット回線費用、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。
（一度キャンセルされますとその後確実となった場合は、キャンセル待ちになりますので、ご注意ください。）

②

宿泊費、お食事 (現地参加のみ)
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。
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。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。

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、参加お申込は必要です。
2歳以下のお子さんは、宿泊費無料ですので、部屋人数のカウントには入りません。
※ 2 名～3 名 1 室は、ご家族、ご友人等グルー
プで1室利用で、相部屋ではない場合のみ選択
可能です。相部屋希望の方は、4 名以上 1 室の
みとなります。

プレキャンプから
参加
7/19-22

夕食 3、朝食 3、
昼食（お弁当)2

3泊4日

本キャンプ
7/20-22
2泊3日

夕食 2、朝食 2、
昼食（お弁当)1

金 額 （下記の金額は、お一人様分の金額となります。）
部屋人数／1 室

大人・中高生

小学生

幼児
（3 歳以上）

4 名以上／1 室

29,100 円

20,370 円

14,550 円

3 名／1 室

30,750 円

21,525 円

15,375 円

2 名／1 室

32,400 円

22,680 円

16,200 円

1 名／1 室

35,700 円

4 名以上／1 室

19,100 円

13,370 円

9,550 円

3 名／1 室

20,200 円

14,140 円

10,100 円

2 名／1 室

21,300 円

14,910 円

10,650 円

1 名／1 室

23,500 円

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歳以下のお子さんは、お弁当はありません。
プレキャンプから参加

本キャンプのみ参加

7/19(火)

夕：バイキング

7/20（水）

朝：バイキング、昼：お弁当、夕：バイキング

夕：バイキング

7/21（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

7/22（金）

朝：バイキング

朝：バイキング

・上記の食事つきプランのみとなります。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。
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。なお、部分参加の場合も、食事は上
記スケジュールに沿って、含まれます。

【８】お申し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参加をお申し込みください。
・オンライン申し込み（白馬キャンプお申込みサイト）
・お電話によるお申込み（オンライン申込が難しい場合のお手伝い・または代行） 03-5327-5612（木曜休み）
お申込み手続きをされますと、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。
受信拒否されないように、設定をお願いいたします。予約受付確認のメールが届かない場合は、ご連絡ください。
※お電話で申し込みされた場合も、登録処理のため、実行委員会によりオンラインの申し込みサイトに入力、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、集会参加会場、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。）

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がそろった時点で、正式登録となります。
申込フォームから手続きをされても、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
■7月5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5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きます。

【９】宿泊費のキャンセル料について
現地参加で申し込まれて現地参加されない場合は、必ずご連絡ください。
6月18日（土）以降は、下記のキャンセル料がかかります。
6月17日(金)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。
※参加登録費はお返しできません。オンライン参加の登録費に自動振替となります。
6月18日（土）～7月3日（日）のキャンセル

宿泊費の10％

7月4日（月）～7月10日（日）のキャンセル

宿泊費の15％

7月11日（月）～7月16日（土）のキャンセル

宿泊費の25％

7月17日（日）のキャンセル

宿泊費の50％

7月18日（月）以降のキャンセル

宿泊費の70％

不泊（連絡なし）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み手数料は、ご負担いただきます。

【１０】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、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。
詳細はこちらでご確認ください。
＜担保項目＞ ＜保険金額／１名＞
死亡・後遺障害

669万円

入院日額

10,000円

通院日額

4,140円

賠償責任

1,000万円

【１１】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）。

【１２】白馬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、キャンプへの参加はご遠慮ください。
・ 発熱・咳・下痢・味覚障害・嗅覚障害等の症状がある方
・ 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る方
・ 同居家族や身近な知人の感染が疑われる方
・ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航、及び当該国や地域の在
住者との濃厚接触がある方
※上記に該当する場合、すみやかに白馬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】
今回の白馬キャンプでは、ソーシャルディスタンスを保つために、席数が限られています。そのため、聖会や集会の際に、お部
屋にてオンラインで参加していただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※集会会場（メイン会場：安曇野、サテライト会場：りりかる、コルティナ2,3）での参加は全席指定となります。（委員会にて席
を指定させていただきます。）
※お部屋で視聴する際、オンライン配信の申し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Wifi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）
・ 地域ごとの座席指定
・ 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、お問い合わせフォームから、ご連絡をお願いいたします。

【１３】Go Toトラベルその他のキャンペーンについて
白馬キャンプは、Go To トラベルが実施の有無も含め未定であること、および、手続き上大変困難であることから、Go To トラベル
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。

【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）を申し込みされない方は、立ち入らないでください。
集会のメイン会場での参加は、宿泊参加者が優先です。感染予防で人数を制限する必要がある際は、サブ会場またはオンラインで
のご参加になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【１５】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キャンプ実行委員会か
らの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。その他、宿泊部屋は、ご
家族・ご親族以外は、異性（乳幼児は除き）と同室は不可、等。）

主催：The Light of Eternal Agape 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：hakubacamp@tlea.tokyoantioch.com
白馬キャンプ Website https://tlea.tokyoantioch.com/hakuba/

