
楽しむことを大切に、一人ひとりのレベルに合わせて、
スキーに馴染んでいく安心のキャンプです！

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。

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。

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。

おためし定例プログラム
定例野外活動あおぞら・おひさまのオープンプログラムです。

『定例野外活動』とは、月に1回程度、日曜日に開催をして
いる幼児対象の定例会です。定期的な活動に参加する中で、
子ども達の心身ともに成長していくプロセスを大切に実施
しております。4月以降、ご入会を検討されている方は、ぜひ
この機会にご体験ください。
※定例野外活動の詳細については、南センターへお問い合わせ下さい。

M2 リトルキッズスキーキャンプ「初めてスキー」でもOK！
みんなで暮らす4日間

年中～小2
（定員40名）

日　程

場所

集　合

費　用

スキー＆ブーツセット
レンタルウェア（上下）
打合せ会
打合せ会会場
担　当

3/27（火）～30（金） 3泊4日
高天ヶ原ゲレンデ
ホリデープラザ志賀高原（志賀高原）
南センター（経堂）／田園調布駅 ※選択できます

71,280円
（申込金 21,600円　残金 49,680円）

6,480円
4,860円 ※小物の用意はございません。

3/4（日）10：30～12：30
南コミュニティーセンター
岡田 ナスカ（なすか）

予定スキー場
宿　舎

※別途、約8,000円程度のリフト代が必要となります
※詳細は打合せ会にて

親元から離れてのどきどき、わくわくの４日間！生活もスキーも２４
時間、リーダーがいつも一緒に行動をするので、安心です。お友達と
過ごす中では、「楽しい！」「出来た！」「やってみたい！」という気持ち
を大切に成功体験をかさねていきます。スキーもお泊りも初めての
お子様でも安心出来るキャンプです。

スキーに生活に、仲間とボランティアリーダーと共に
充実した5日間を過ごします。

M1 チャレンジスキーキャンプ たくさん滑ろう！
ポール滑走もあります

小1～小6
（定員40名）

国内有数のゲレンデコンディションを持つ志賀高原。春の穏やかな陽気の
中、豊かな自然環境に囲まれた最高のロケーション。スキーでは、ポール
コース（規制されたコース）でのレッスンなど安定性が高く、滑走性の良い
ターンを導きます。同世代の仲間との共同生活の中では「互いのことを理解
し合うこと」「生活を工夫すること」などを楽しみながら身につけていきます。

日　程

場所

集　合

費　用

スキー＆ブーツセット
レンタルウェア（上下）
打合せ会
打合せ会会場
担　当

3/26（月）～30（金） 4泊5日
高天ヶ原ゲレンデ
ホリデープラザ志賀高原（志賀高原）
南センター（経堂）／田園調布駅 ※選択できます

82,080円
（申込金 21,600円　残金 60,480円）

8,640円
6,480円 ※小物の用意はございません。

3/4（日）14：00～16：00
南コミュニティーセンター
木村 卓司（はっかい）

予定スキー場
宿　舎

※別途、約10,000円程度のリフト代が必要となります
※詳細は打合せ会にて

AT ユーススキーキャンプ この5日間が「かけがえのない時間」になる。中1～高3
（定員40名）

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。

日　程

場所

集　合

費　用

スキー＆ブーツセット
打合せ会
打合せ会会場
担　当

3/26（月）～30（金） 4泊5日
妙高高原スキー場
東京YMCA妙高高原ロッジ
山手コミュニティーセンター
82,080円

（申込金 21,600円　残金 60,480円）

10,800円
3/3（土）15：00～17：00
山手コミュニティーセンター
出沼 一弥（あぽらー）

予定スキー場
宿　舎

※別途、約12,000円程度のリフト代が必要となります
※詳細は打合せ会にて

あおぞらデイキャンプ新年少～新年長
（定員20名） おひさまデイキャンプ新年少～新年長

（定員20名）

日　程

場　所

集　合
費　用

4/8（日）10：30～15：30
晴）羽根木公園
雨）南センター
経堂駅
2,700円

日　程

場　所

集　合
費　用

4/8（日）10：30～15：30
晴）多摩川台公園
雨）科学技術館
田園調布駅
2,700円

What is the YMCA?

リーダーとお友だちと
いろいろな遊びにチャレンジ！

経堂駅
集合

田園
調布駅

集合

ポール測定を行います
春のスキーキャンプでは、最終日にポールを使った滑走タイム測定を行います。
10級から1級まで、スキーのレベルを認定する認定証を発行します。
※天候・ゲレンデコンディションなどにより、安全上、実施されない場合があります。

認定証が
もらえます！



南コミュニティーセンター
スプリングプログラム2017
MINAMI COMMUNITY CENTER SPRING PROGRAM 2017

東京YMCA

□山手コミュニティーセンター TEL：03-3202-0321
□江東コミュニティーセンター TEL：03-3645-7171
□南コミュニティーセンター TEL：03-3420-5361
□西東京コミュニティーセンター TEL：042-577-6181
□東雲コミュニティーセンター TEL：03-3615-1769

必ずご一読ください■ご注意

【旅行条件（国内要約）】 

●募集型企画旅行契約

A.参加費（申込金）の納入
下記の「参加費納入について」をご参照ください。
なお、参加費（申込金）の納入はお振込みにて承ります。

B.申込書・原簿・保険証のコピーのご提出
郵送またはセンター窓口までお持ちください。
※申込書・原簿はWebサイトよりダウンロードできます。

❸ お申込み
下記２点について、Web予約日を含む７日以内にお手続きください。参加費（申込金）の入金確認ができ次第、申込み完了となります。
参加費（申込金）の確認ができない場合、予約が取り消しとなる場合がございます。

http://e-ymca.appspot.com/tokyo/
本会員予約 2月7日（水） 午前10時開始 一般予約 2月9日（金） 午前10時開始

❷ 予約
  

Webからの予約となります。 ＊定員が一杯となったプログラムは、Webにてキャンセル待ちの登録が可能です。

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。

■予約から当日までの流れ

おためし定例プログラムについては別紙をご覧ください■参加費納入について

■旅行企画・実施
ジャパンエンタープライズ株式会社
東京YMCA野外教育センター（東京YMCA内営業所）
東京都知事登録旅行業第2-3970号 全国旅行業協会正会員
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-18-12
TEL：03-3202-0323 受付10:00～18:00（平日 月～金）
MAIL：camp@tokyoymca.org
総合旅行業務取扱管理者 諏訪治邦
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、ご不明な点があれば旅行業務取扱管理者におたずねください。

キャンプについてのお問い合わせは以下でも承ります

❶ お申込み前に必ず「旅行条件書」をお読みください。
「 旅行条件書」は以下のWeb予約サイトからご覧になれます。

●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。
●ご家族以外の方の予約はご遠慮ください。
●TEL・FAXやメールによる予約は承っておりません。

■Web予約について　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できます）事前に、必ずログインが可能
かどうかをお確かめください。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。また、2017年度ウインタープログラム等で新規登録された方は、「31…」から始まる仮会
員番号から東京YMCAの正式なログインIDに変更されていますので、ご注意ください。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。 

❺ 最終確認～プログラム当日

●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、SNS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。●各プログラムの最少催行人
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。

●お子様の名前でお振込みください。●名前の前にプログラム番号をご入力ください。（例：M1 ミナミ
タロウ）●振込手数料はご負担をお願いいたします。●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。

この書面は契約の一部です。お申込み前には、Web予約サイトの各コース案内及び「旅行条件
書」をご確認ください。 

この旅行は、ジャパンエンタープライズ株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件の他、ホームページ上に掲載している旅行
条件書及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部、出発前にお渡しする確定書面＜最終旅
行日程表＞（保護者用ハンドブック）によります。
●お申込み方法と契約成立の時期
申込書（原簿)に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代
金の一部として取扱います。Web予約日を含む7日以内に申込金の支払いをしていただきます。
旅行契約は、Web予約時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した
時に成立します。旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までに全額お
支払いいただきます。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2017年9月1日を基準としています。また、旅行代金は2017年9月1日現在有効
な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

●取消料
取消される場合はすぐに電話またはメールにてご連絡ください。旅行契約成立後、お客様の都合
で契約を解除される時は、次の金額を、取消料として申し受けます。なお、返金が生じる場合は、
振込手数料を差し引いてお返しいたします。

■個人情報の取扱いについて
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ください。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。③YMCA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

■みずほ銀行経堂支店（普通）406803
　公益財団法人　東京ワイエムシイエイ

振
込
先

旅行代金（お一人様） ＜国内申込金＞（税込）
30,000円未満
30,000円以上50,000円未満
50,000円以上

6,480円
10,800円
21,600円

＜国内旅行＞お取消しの時期 　取消料（お一人様）
21日前まで
20日前～8日前
7～2日前まで

旅行開始の前日
当日（旅行開始前）
旅行開始後 及び 無連絡不参加

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

　　無　料
旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

おためし定例プログラムについては別紙をご覧ください

❹ 打合せ会
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。


