
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東雲コミュニティーセンター
サマープログラム2017

TOKYO YMCA SHINONOME COMMUNITY CENTER SUMMER PROGRAM 2017

説明会を
開催します！

各プログラムの詳しい内
容についての説明会を開
催します。個別の相談に
も応じます。

  6月2日（金）
1回目11:00〜12:00
2回目19:00〜20:00
会場：東雲センター

要予約

 ■お申し込みから当日までの流れ

年中〜小 3　（定員 40 名）

年中〜小 2　（定員 40 名）

日程：8 月 2 日（水）〜 5 日（土）3 泊 4 日
集合：東雲センター・東陽町センター
場所：東京 YMCA 妙高高原ロッジ（新潟県）
費用：¥57,240-（申込金 ¥7,560-　残金 ¥49,680-）
担当：山梨 雄一（との）

日程：7 月 22 日（土）〜 24 日（月）2 泊 3 日
集合：東雲センター・東陽町センター
場所：東京 YMCA 山中湖センター（山梨県）
費用：¥46,440-（申込金 ¥7,560-　残金 ¥38,880-）
担当：山梨 雄一（との）

妙高・アドベンチャーキャンプ

山中ビレッジ・はじめてキャンプ

高原の優しい風に包まれ、豊かな自然に囲まれたＹＭＣＡ妙高高原ロッジは生活スタイルも日常の環境に近く、過ごしやすい環境で 3 泊 4 日を過ごします。裏庭でのお手製ウォータースライダーや自然物を拾い集めての木工作、近隣の「いもり池」散策など多くの自然に触れられるキャンプです。キャンプ中は、お友達との関係づくりや規則正しい生活の中で、荷物整理など自分の出来ることは自分でやってみることを大切に行います。

はじめてお泊りをする小さな子ども達も安心して取り組めるキャンプ。

富士山のふもと山中湖にあるＹＭＣＡのキャンプ場内のキャビンでの宿泊となります。

「みんなで乗る大きなカヌー」「みんなで入る大きなお風呂」「星空の下のキャンプファ

イヤー」と子ども達の “ たのしい ” 気持ちを大切に、テーマを持って生活していきます。

また優しいボランティアリーダーがいつもそっとサポートをしてくれるので、安心です。

CAMP
宿泊を伴ったプログラム
です。キャビンやバンガ
ローロッジを利用し、小
集団での仲間との共同
生活の中から、多くの
ことを学びます。

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、ウェブサイ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記入ください。（例：
SY1 シノノメタロウ）●振込手数料はご負担をお願いいたします。●分納の場合、キャンプ
は打ち合せ会まで、デイキャンプはプログラム実施日の 3 週間前までに完納ください。●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。

SY1

振
込
先

SY2

公益財団法人東京ＹＭＣＡ東雲コミュニティーセンター
〒 135-0062 東京都江東区東雲 1-9-14-103
TEL　03-3615-1769　FAX　03-5548-0542
Mail　shinonome-info@tokyoymca.org　URL ：http://tokyo.ymca.or.jp

【受付時間】月〜金 10：00 〜 18：00（休館：土・日・祝日）
【アクセス】

東京メトロ 有楽町線：辰巳駅 徒歩 8 分
東京臨海高速鉄道 りんかい線：東雲駅 徒歩 8 分

数日前に、担当リーダーより最終確認のお電話をいたします。当日は、所定の場所・時間に集合し
てください。キャンセルする場合は、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。

④ 最終確認〜プログラム当日

●本会員とは以下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。
● TEL・FAX や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、『web 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各センター
にお問い合わせください。

※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。

本会員申し込み 6月6日（火）
 午前10時開始
一般申し込み 6月8日（木）
 午前10時開始

http://e-ymca.appspot.com/tokyo/

① 申し込み　Web からのお申し込みとなります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② お手続き　下記 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

③ 打合せ会　リーダーや、ほかの参加者との顔合わせの会です

a. 参加費の納入
お振込にて承ります。一括と分納をお選びいただけます。分納の場合は、まず申込金 7,560 円（デイキャンプは、
3,240 円）をお支払いいただき、残金を打合せ会までに完納ください。デイキャンプは、プログラム実施日の
3 週間前までに全額をお納めください。
※ 6 日を過ぎてお支払いがない場合も、所定のキャンセル料が発生します。詳しくは「キャンセル方法」を
ご覧ください。
b. 申込書・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。
※申し込み書がお手元にない方は Web よりダウンロード可能です。

SY-1
山中ビレッジ・はじめてキャンプ

7/1（土）13:30〜15:00
東京YMCA社会体育・

保育専門学校（東陽町）

SY-2
妙高・アドベンチャーキャンプ

7/1（土）15:30〜17:00
東京YMCA社会体育・

保育専門学校（東陽町）

SY-3
道志の森・エンジョイキャンプ

7/30（日）13:30〜15:00
東京YMCA東陽町センター

お子様と一緒にご参加ください。キャンプのしおりや参加要項の配布のほか、内容詳細、持ち物につ
いて、担当ディレクターによるご説明も行います。
※日帰りプログラムは、打合せ会を行いません。プログラム開始 2 週間前頃に参加要項を郵送いたします。

※事前のご連絡はいたしません。直接当センターにお越しください。
※欠席される方は事前にご連絡ください。当日配布する資料を郵送します。　

①すぐにＹＭＣＡにお電話ください。
一度申し込みをされると申し込み後 6 日過ぎてお支払いがなくても、ご連絡を頂かな
い限りキャンセルとならず、所定のキャンセル料を承ります。
②キャンセルが確定した時点で、規定に準じ所定のキャンセル料を承ります。
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、下記規定にしたがっ
て返金いたします。

■キャンセル方法

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

打合せ会：7/1（土）13：30 〜 15：00

打合せ会：7/1（土）15：30 〜 17：00

■三菱東京 UFJ 銀行神保町支店（普）2304804
　公益財団法人　　東京ＹＭＣＡ
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その他、オール東京募集の長期キャンプ

Web申し込み時 「山手コミュニティ」 で検索してください

小 1 〜 小 6

日程：8 月 3 日（木） 〜 8 月 9 日（水） 6 泊 7 日
野尻小学生キャンプAT2Yo-ho!

小 1 〜小 6　（定員 40 名）

中 1 〜高 3　（定員 40 名）

年少〜年長　（定員 30 名）

日程：8 月 16 日（水）〜 18 日（金）2 泊 3 日
集合：東雲センター・東陽町センター
場所：道志の森キャンプ場（山梨県）
費用：¥46,440-（申込金 ¥7,560-　残金 ¥38,880-）
担当：山梨 雄一（との）

日程：8/17（木）〜 8/21（月）4 泊 5 日
集合：東京 YMCA 山手コミュニティーセンター
場所：東洋英和女学院　野尻キャンプサイト（長野県）
費用：¥79,920-（申込金 ¥7,560-　残金 ¥72,360-）
担当：出沼一弥（あぽらー）

日程：8 月 21 日（月）

集合：東雲センター
集合解散時間目安：9:30 〜 15:30
場所：晴）北の丸公園（公園探検）予定
　　　雨）科学技術館（科学館見学）予定
費用：¥8,640-（申込金 ¥3,240-　残金 ¥5,400-）　
担当：山梨 雄一（との）

道志の森・エンジョイキャンプ

野尻ユースキャンプ

にこにこ
デイキャンプ

道志川沿いの広大な山林に囲まれた道志の森キャンプ場での川遊びキャンプ。
トイレ・洗面所完備のバンガローでの宿泊となります。沢のぼりをはじめ、魚
のつかみ取り、火起こし体験、秘密基地作りやストーンペインティングなどネ
イチャーアクティビティ満載のダイナミックな 3 日間を過ごします。グループ
を中心とした小学生ならではのアクティブな活動の中で、遊びを創り出す工夫、
仲間たちとの協力を大切に取り組むキャンプです。

お友達、そして優しいボランティアリーダーと一緒に電車やバスに乗ってお出かけする日帰りプログラムです。
4 〜 6 人程度のグループに分かれて、都内近郊の自然豊かな公園などにてグループを中心とした活動を行います。“ あそび ” の中から生まれる子ども達のアイデアやルール、そこから築かれる関係性を大切にしながら、YMCA が得意とするグループワークを展開します。
※雨天など天候が思わしくない場合には科学館、博物館などの見学に変更をさせて頂きます。※お弁当、水筒、着替えなどご持参いただきます。

野尻の短い夏の真っ盛りに行なわれる中高生のキャンプ

です。アメリカの多くの中高生は夏休みになると決まっ

てキャンプに参加します。キャンプの楽しさは年齢が上

がるごとに進化していきます。ぜひ大自然の中で簡素な

生活、異年齢との関わり、湖上での魅力的な水上プログ

ラムを満喫してください。年上のリーダーや仲間との楽

しい生活は、生涯に残る宝物となるでしょう。

年少〜年長　（定員 30 名）

日程：8 月 22 日（火）

集合：東雲センター
集合解散時間目安：9:00 〜 17:00
場所：晴）府中郷土の森公園（水遊び）予定
　　　雨）多摩六都科学館（科学館見学）予定
費用：¥13,500-（申込金 ¥3,240-　残金 ¥10,260-）　
担当：山梨 雄一（との）

にこにこ
バスハイク

SY3

AT1

SY4お泊まりは不安だけどキャ
ンプに行きたい！そんな子
どもたちにぴったりのプロ
グラムです。近隣の自然の
中でお友だちやリーダーとの
触れ合いを大切にします。

DAY
CAMP

SY5

打合せ会：7/30（日）13：30 〜 15：00

打合せ会：7/30（日）15：00 〜 17：00　山手センター

グループ分けについては、基本的に YMCA にお任せいただいています。
ご理解・ご協力をお願いいたします。（問い合わせなどがある場合は、
担当者までご連絡ください）

いずれのプログラムも4~8名の小グループを
ボランティアリーダーが担当します！

貸切バスを使用しての日帰りプログラムです。今回は府中にあ
る郷土の森公園の広いじゃぶじゃぶ池での水遊びを行います。
また 4 〜 6 人程度のグループに分かれて、園内散策なども行い
ます。往復のバスの中では楽しいレクリエーションもあり、た
くさんあそんだ帰りも体をゆっくり休めながら一日、色々なお
友達との関係作りを大切にします。
※雨天など天候が思わしくない場合には科学館、博物館などの
見学に変更をさせて頂きます。
※お弁当、水筒、着替えなどご持参いただきます。

YEAH
H!!

Web 申し込み時「西東京コミュニティ」で検索してください

貸切バスで
安心！


