
SKI
CAMP
生活・レッスンともそれぞ
れの年齢・経験値（レベル）
に合わせてグループを編
成します。小集団での仲間
と共同生活の中から、多く
のことを学びます。

日程：3 / 26（日）〜 30（木）　4 泊 5 日
場所：【予定スキー場】妙高高原スキー場
　　　【宿舎】東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ
集合： 三鷹駅・国立駅
費用：¥82,080-（申込金 ¥7,560-　残金 ¥74,520-）
　　　※別途、約 10,000 円程度のリフト代が必要となります
　　　   ※ 詳細は打ち合せ会にて
レンタルスキーセット：￥8,640-
打合せ会：3 / 5（日）13：30 〜 15：30
打合せ会会場：東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校
担当：廣瀨 匠（ダッツ）

年中～小 6　（定員 40 名）

「スキーが好き！」が上達のポイント！
雪遊びやポールコースを活用して子どもたちのやる気を引き出
し、体力やスキーレベルに合わせたレッスンで、楽しみながら
スキーの上達を目指します。「できた！」「やった！」の積み重
ねが大きな自信となる5日間。スキーと生活を仲間と過ごす日々
は、充実した体験と出会いの場となります。

日程・場所：3 / 22（水）小金井公園
     23（木）西東京センター
     24（金）八国山緑地
　　　　　 ※1日ごとの参加ができます

集合： 三鷹駅・立川駅
費用：3 日間 ￥23,760-
　　　2 日間 ￥16,200-
　　　1 日間 ￥8,640-
　　　（申込金 ¥3,240-）
担当：中元 美佳（みー）

わんぱくキッズ
年少～年長　（定員 20 名）

リーダーと一緒に「はじめの一歩」を踏み出そう！
1日目は公園で宝探し！お友達との関係作りを大切に、地図を見なが
ら公園を探検します。2日目は作って遊ぼう！お子様のアイディアを
活かして工作をします。3日目は秘密基地作り！お友達と力を合わせ
て森の中に自分たちだけの基地を作ります。3日間とも、はじめて会
うお友達ともギュッと近くになれるプログラムをご用意しています。
※場所・内容は変わる場合がございます。

幅広い
年齢の仲間と
ワイワイ！

ユーススキーキャンプ
中 1 ～高 3　（定員 40 名）

この 5 日間が「かけがえのない時間」になる。

スキーが好き、キャンプが好き、ドキドキ、わくわ
くする体験を求めているみんなとの出

会いが待っています。多感な時期に共に過ごす仲間
やリーダーとの出会いは、新しい価値

を与え、こころを豊かにする機会となります。スキ
ーはレベル別にポール滑走も取り入れ

ながら、どの斜面でも滑走できる技術を目指します
。中高生の溢れるパワーを活かしなが

ら、共に楽しく、元気に、仲間を思いやる気持ちを
大切に、5 日間を過ごします。

お弁当
付き

シーハイルキャンプ

日程：3 / 26（日）〜 30（木） 　4 泊 5 日
場所：【予定スキー場】妙高高原スキー場
　　　【宿舎】東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジ
集合： 東京 YMCA 山手コミュニティーセンター
費用：¥82,080-（申込金 ¥7,560-　残金 ¥74,520-）
　　　　※別途、約 12,000 円のリフト代が必要となります
　　　　※詳細は打ち合せ会にて
レンタルスキーセット：￥10,800-
打合せ会：3 / 5（日）13：00 〜 14：30
打合せ会会場：東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター
担当：出沼 一弥（あぽらー）

近隣の自然の中で仲間や
ボランティアリーダーと
共に楽しむ日帰りプログ
ラムです。センターでお
弁当をご用意します。

DAY
CAMP

初心者
向き

A1

A2
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Get!!
認定証がもらえます！
スプリングプログラム
のスキーキャンプでは
ポールを使った滑走タ
イム測定を行います。

※ A1・AT のみ

東京YMCA西東京センター
スプリングプログラム 2016

TOKYO YMCA NISHI TOKYO SPRING PROGRAM 2016

YMCA（Young Men's Christian Association）は 1844 年ロンドンで始まった、世界で最初のボランティア団体です。
現在では世界 119 の国と地域で約 5800 万人が活動する世界最大規模の NPO になりました。東京 YMCA は、1880 年
の創設から青少年の育成に尽力し、2011 年 4 月からは、公益財団法人として認められています。

What is the YMCA?



東京ＹＭＣＡ西東京コミュニティーセンター
〒 186-0002 東京都国立市東 1-4-20-102
TEL：042-577-6181　FAX：042-577-5574
Mail：nishi-info ＠ tokyoymca.org
【開館時間】火～土　10:00 ～ 18:00　（休館：月曜・日曜・祝祭日）
※ 3/19（日）～ 3/27（月）は春季休館となります。

http://tokyoymca.org

 ■お申し込みから当日までの流れ

② お手続き

④ 最終確認〜プログラム当日

右記 2点について、
お申し込み後 6日以内にお手続きください。

a. 参加費・レンタル代 ( 申込者のみ ) の納入
西東京センター窓口、またはお振り込みにて承ります。
一括と分納をお選びいただけます。

b. 申込書・原簿・保険証のコピーご提出
郵送またはセンター窓口までお持ちください。
※申込書がお手元にない方はWebよりダウンロード可能です。

③ 打合せ会 ③ 資料送付
3 月 5 日（日）に開催します。キャンプのしおりの配布、プログラムや荷物等の説明の他、保護者様にはお子様の
健康状態や生活に必要な情報を伺います。お子様は、一緒に生活するグループの仲間との顔合わせをします。
※欠席された方には当日配布する資料を郵送します。

プログラム数日前に最終確認のお電話をいたします。当日は、あらかじめ決められた場所・時間に集合してください。
※参加をキャンセルする場合は、すぐにセンターか担当スタッフの携帯電話までお電話ください。

プログラム２週間前までに、必要
事項等が記載された参加者用のし
おりを送付いたします。

A1・AT A2

【アクセス】ＪＲ中央線国立駅　南口より徒歩 3分
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必ずご一読ください■ご注意

■個人情報の取扱いについて

●プログラムの活動や集団行動において、特別な配慮が必要と思われるア
レルギー（エピペン所持を含む）などの疾病や疾患、心身の障がい、行動
がある場合は申し込み前にご相談ください。ご相談が無かった場合、担当
スタッフがプログラムへの参加が困難であると判断した際には、プログラ
ム開始後であっても参加をご遠慮いただく場合がございます。● プログ
ラムにて特別な対応のご要望がありましたら、申込書内の特記事項にご記
入ください。対処を検討させていただきます。●事前の健康管理には、十
分にご配慮願います。●プログラム参加中に撮影された写真は、パンフレッ
ト等に使用する場合がございます。使用を希望されない場合は、お申し付
けください。●すべてのプログラムは、天候、参加者数、その他の理由に
より、中止または延期、場所の変更が行われる場合がございます。●各プ
ログラムの最小催行人数は定員の 50% となっております。●プログラム
の趣旨に著しくそぐわない行為、他の参加者に迷惑をかける悪質な行為を
繰り返した場合などには、プログラムの途中であっても、当該参加者に帰
宅していただく場合がございます。●すべてのプログラムで傷害保険に加
入しております。詳細はセンターにお問い合わせください。

YMCA では、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報
の取り扱いにつきましては、以下のルールに従います。不都合のある方は
ご連絡下さい。
①皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利
用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしておりま
す。個人情報は下記の③に記した目的以外の用途には利用しません。②皆
様の個人情報の管理を第三者に委託することはいたしません。③ YMCA プ
ログラムの個人情報利用目的：プログラム実施上の資料／プログラム実施
上の連絡／当該プログラム次回募集の告知／ YMCA 主催、または関係団体
主催の催し物の告知

 ■参加費納入について

●お子様の名前でお振り込みください。●名前の前にプログラム番号をご入力ください。
（例：A1 ニシタロウ）●振込手数料はご負担をお願いいたします。分納の場合、残金を

A1、AT については打ち合せ会前日まで、A2 についてはプログラム 3 週間前までにお納め
ください。●振込控をもって領収書とさせていただきます。プログラム終了後まで大切に
保管してください。●本パンフレットに記載されている金額はすべて税込みです。

■三井住友銀行国立支店（普通）3478503
　公益財団法人　東京ＹＭＣＡ西東京センター

■ゆうちょ銀行　00170-6-79660
　公益財団法人　東京ＹＭＣＡ西東京センター

振
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先

① 申し込み　Webからのお申し込みとなります。

●本会員とは右のとおりとなります。	①今年度 YMCA 年間プログラム登録者
	 ②東京 YMCA 会員とそのご家族 (2 親等まで )
	 ③東京 YMCA 幼稚園・保育園・こども園の在園児	
	 ※シーズンプログラムのみの参加者は対象外となります。ご注意ください。
●ご家族以外の方のお申し込みはご遠慮ください。	●電話や FAX、メールによるお申し込みは承っておりません。

■Web受付について
00 から始まる 8桁の会員番号 ( ログイン ID) が必
要となります。会員番号をお持ちの方は宛名シー
ルに記載されています。(Web サイトにて会員番
号の確認も出来ます ) 事前にログインが可能かど
うかお確かめください。会員番号 ( ログイン ID)
をお持ちでない方は、『新規会員登録』をWebサ
イトにて行ってください。ログインが出来ない場
合はセンターにお問い合わせください。

http://e-ymca.appspot.com/tokyo/
本会員申し込み 2月7日（火）午前10時開始 一般申し込み 2月9日（木）午前10時開始

申し込み 7 日目以降は申込
金と返金振込手数料をのぞ
いた差額を、右記規定にし
たがって返金いたします。
※申し込み後６日過ぎても
お支払いがなく、そのまま
キ ャ ン セ ル さ れ る 場 合 で
も、所定のキャンセル料を
承ります。ご了承ください。

■キャンセルについて 参加の取消は、電話にてすぐに YMCA にご連絡ください。

申込後 6 日目まで 返 金 振 込手 数 料 を
差し引いた全額返金

申込後 7 日目から８日前まで 差額全額返金

7 日前から前日　 差額７割返金

当日（集合時間まで） 差額５割返金

集合時間以降 返金無し

※定員が一杯となったプログラムはWeb 上にてキャンセル待ちの登録が可能です。


