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北東学連夏合宿要項

第3版

文責：事業部長 東北大学２年
時刻等はまだ変更される可能性もあります。ご了承ください。
日時：2013 年 8 月 17 日（土）～8 月 20 日（火）
場所：静岡県富士周辺
日程：8 月 17 日（土）

モデルイベント @勢子辻
運営：北海道大学・福島大学

11:30 送迎バス組、宿に集合
荷物を預け、お弁当受け取る
12:00 送迎バス出発
13:15 岩倉学園到着
13:45～16:00 モデイベ
16:30 岩倉学園発
18:00 夕食

9:30 運営バス組、宿集合
10:00 運営バス組出発
11:15 岩倉学園到着、設置

19:00 北東インカレ開会式 @三島市民生涯学習センター
8 月 18 日（日）

北東インカレ
運営：北東インカレ実行委員会
6:00 早組、朝食
6:30 遅組、朝食
17:30 夕食
19:00 北東インカレ閉会式 @三島市民生涯学習センター

8 月 19 日（月）

企画Ｏ @勢子辻
運営：東北大学・宮城学院女子大学
7:00 送迎バス組、朝食
6:00 運営バス組

朝食

8:00 送迎バス出発
7:00 運営バス組出発
9:00 こどもの国到着
8:00 こどもの国到着、設置
10:00～12:00 サーキット
12:00～13:00 昼食
13:00～15:30 企画Ｏ
16:00 こどもの国発
18:00 夕食
20:00～23:00 頃 大コンパ @昭明館宴会場

山田康太

8 月 20 日（火）

企画Ｏ @鳥追窪
運営：岩手大学・岩手県立大学
7:30 送迎バス組、朝食
6:30 運営バス組 朝食
8:30 送迎バス出発
7:30 運営バス組出発
9:45 岩倉学園到着
8:45 岩倉学園到着、設置
10:00～12:30 企画Ｏ
13:00 岩倉学園発（バス内で昼食）
14:30 頃、合宿解散

移動手段：送迎バスを利用

（株）アクト

１日につき約 1200 円

（これは、ホテルニューかのや女将さんの尽力により、三島でレンタカーを借りるより安い
値段となっております。）

宿泊先
北海道大学、東北大学、宮城学院女子大学
山形大学、KOLC
→ホテル 昭明館
※南アルプス市にも同名の宿がありますが、それとは別物です。

・昭明館 http://www.shoumeikan.com/
住所：〒411-0036
静岡県三島市一番町 11-14
TEL：055-972-7171

岩手大学、岩手県立大学、福島大学
→ホテルニューかのや
・ホテルニューかのや
http://www.tokai.or.jp/new-kanoya/
住所：〒411-0856
静岡県三島市広小路町 1-13
TEL：055-975-0623

バスの乗車場所
①昭明館（北大、東北大、ＭＧ）→宿の前
②ホテルニューかのや（岩大、岩県大、福大）→徒歩 10 分ほどの場所

ナイトミーティング会場
三島市民生涯学習センター
（市立図書館の場所）
昭明館（中央上）
から約５分
ニューかのや（左下）
から約２０分

の位置

注意点など
初日
・指定された時刻に宿に集合し、大荷物を預け身軽な格好になる。（このとき、まだ部屋に
入ることはできない。チェックインは帰還後）
・お弁当を受け取り、バスに乗り込む。

お弁当は人数チェックも兼ねるので、絶対に取り忘れないこと。
・帰還後にチェックインを行う。
北東インカレ開会式後
・各大学代表者は、自大学の 6:00 朝食者、6:30 朝食者の人数を宿に伝える。
6:30 朝食者とは、北東インカレ当日に 7:30 以降のバスに乗る者。
開会式で決まった人数を把握し、フロントに伝えること。 絶対に忘れないでください。
大コンパ
・20:00 に昭明館の宴会場に集合、大コンパを始める。60 畳に約 120 人が入るため非常に
狭いが、我慢してください。
・アルコール買い出しに協力を求められた場合には、よろしくお願いします。
・マグロ部屋あり
・他のお客様もいるので、羽目を外しすぎないように
・23:00 頃終了し、24:00 には片付けを終了させること
最終日の流れ
・朝、出発前にチェックアウトを行う。
・大荷物は宿のフロントに預ける。
・テレインから帰還後、荷物を受け取って解散

その他

注意点など

・基本的に部屋のお風呂を利用すること。お風呂無し（東北大一部）の部屋は、狭い共
同浴場を譲り合って使ってください。東北大よ、すまぬ・・・
・バスタオル、歯ブラシは各自で用意 すること。
・大バックと小バックを用意すること。（宿に大荷物を預けるため）
・バスに乗車する際、必ずお弁当取ること。
・バス乗車時にいない人がいたら、周囲に伝えること。置いて行かれます・・・
・昭明館の人は、徒歩５分以内にコンビニ（三島駅付近）がある。
・ニューかのや付近にコンビニはないが、代わりに徒歩１０分以内に大きなスーパー（マッ
クスバリュエクスプレス三島本店）がある。
・宿泊者、当日のみ参加者に関わらず駐車料金はかからない。
但し、宿に駐車する際は必ず車の鍵をフロントに預けること。

・地図は、初日はホテルニューかのやにあり、３日目以降は事業部長が預かってい
る。ナイトミーティングの時などに必ず受け取ること。
・地図ビニは持参すること。

・北東インカレ当日のみ参加の方は、6:30 には自大学の宿舎にいるとよいでしょう。
遅れた場合、非常にまずいことになります。ちなみに第１便は 6:45 発です。

乗車するバスについて
バスには番号がついているようです。ニューかのや→昭明館の順に向かうバスもあるようで
すが、ここでは両方の宿で同じ時刻発とします。バス乗車時には、大学ごとに人数チェック
をしてください。乗り遅れがないことを祈っています。
北海道大学
8/17 全員 866 番
8/19 全員 908 番
8/20 全員 126 番

かのや→10:00 昭明館発→11:20 岩倉学園着
8:00 昭明館発→9:00 こどもの国着
8:30 昭明館→9:50 岩倉学園着

岩手大学
8/17

２０人
901 番 12:00 乗車場所発→13:20 岩倉学園着
１４人
825 番 12:00 乗車場所発→昭明館経由→13:20 岩倉学園着
8/19
全員
825 番
8:00 乗車場所発→9:00 こどもの国着
8/20 運営８人 マイクロ 7:30 乗車場所発→8:45 岩倉学園着
他１２人
825 番
8:30 乗車場所発→9:50 岩倉学園着
岩手県立大学
8/17 全員
8/19 全員
8/20 運営２人
他２人

901 番 12:00 乗車場所発→13:20 岩倉学園着
825 番
8:00 乗車場所発→9:00 こどもの国
マイクロ 7:30 乗車場所発→8:45 岩倉学園着
825 番
8:30 乗車場所発→9:50 岩倉学園着

東北大学（山形大、ＯＬＫを含む）
8/17 男子５４人
女子４人
8/19 運営１９人
他２９人
8/20 山田以外
山田

908 番
825 番
マイクロ
908 番
908 番
126 番

12:00 昭明館発→13:20 岩倉学園着
かのや→12:00 昭明館発→13:20 岩倉学園着
7:00 昭明館発→8:00 こどもの国着
8:00 昭明館発→9:00 こどもの国着
8:30 昭明館発→9:50 岩倉学園着
8:30 昭明館発→9:50 岩倉学園着

宮城学院女子大学
8/17
全員
825 番 かのや→12:00 昭明館発→13:20 岩倉学園着
8/19 運営４人
マイクロ 7:00 昭明館発→8:00 こどもの国着
その他７人
908 番
8:00 昭明館発→9:00 こどもの国着
8/20
全員
908 番
8:30 昭明館発→9:50 岩倉学園着

福島大学
8/17 全員 866 番
8/19 全員 825 番
8/20 全員 825 番

10:00 乗車場所発→昭明館経由→11:20 岩倉学園着
8:00 乗車場所発→9:00 こどもの国着
8:30 乗車場所発→9:50 岩倉学園着

疑問等ある方は、下記アドレスにご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
アドレス：yamakou.sendai@gmail.com
携帯：070-5014-7681
事業部長・東北大２年 山田康太

