YMCAキャンプの特徴

子どもたちに寄り添い、感染症対策・安全対策を徹底して行います。

小グループで活動します。

ボランティアリーダー

生活のすべてがプログラム

参加者の性別・年齢を考慮して

グループを担当するリーダーは大学生が中心の

ＹＭＣＡでは、食事、入浴、掃除の時間、
バスでの移動時間も、

グループリーダーと共に活動します。

できるよう理論や実技など多数のトレーニングを受け、

楽しい生活の中にごく自然に成長の機会が用意されている、

5～8名程度の小グループをつくり、

ボランティアです。
安全に楽しくプログラムを実施

数か月前から企画・準備を担います。

予約方法

一つひとつが成長の糧となる大切なプログラムと考えています。

これがＹＭＣＡキャンプです。

和歌山 YMCA

2021－2022

ウインター＆スプリングプログラム
スキー・ゆきあそび・英語プログラム・プログラミング

インターネット予約

https://e-ymca.appspot.com/wakayama/

・Web予約を利用されたことがない方→
「新規会員登録」

・ID(会員番号）
を忘れた方→e-ymcaのお問合せ
（会員番号・IDのお問合せ)で確認して下さい

YMCA会員の方

電話予約

11月19日(金）12時～

11月25日(木）～

073-473-3338

A・Bいずれかの方法でお手続き及びお支払いを
ご予約後、1週間以内にお願いします。

B

11月22日(月）12時～

受付時間：10:00～19:00 (土日祝休館）

※インターネット予約が優先のため受付開始日前に満席になることがございます。

手続き方法

A

YMCA会員以外の方

YMCAでお手続き・お支払い

窓口でお申込み書類をご記入・ご提出の上、
お支払い下さい。

郵送でお手続き・お支払い

お申込書類と振込用紙をお送りします。
ご返送及び入金手続きを行って下さい。

キャンセル

参加を取消しされる場合は必ずお電話でご連絡下さい。
以下のキャンセル料を差し引いてご返金致します。

■開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降ー参加費の20%
■開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降ー参加費の30%
■開始の前日午後7時までー参加費の40%

■開始の前日午後7時以降、当日の午前8時までー参加費の50%
■開始当日の8時以降又は無連絡不参加-参加費全額

■新型コロナウイルスの和歌山県での拡大状況によっては、
やむを得ず中止させて

頂く場合があります。
その場合は、別途定めたキャンセル規定を適応させて頂きます。

認定 NPO 法人 和歌山 YMCA
https://www.wakayamaymca.org

保護者説明会

宿泊キャンプは、概略、説明や引率スタッフの紹介
などを動画で配信します。

・集合型の説明会はせず、web上で動画を配信します。
・感染症予防対策、持ち物、諸注意などを説明します。
・キャンプ参加までに動画の視聴をして下さい。
・動画は配信されるといつでも視聴可能です。

動画配信開始日程

12月11日(土）～

YMCAポジティブネット募金

和歌山YMCAでは昨年度、
コロナの影響を
受けることも・ユース・地域を支援するため
の緊急募金『YMCAポジティブネット募金』
を実施しました。

経済的な理由でYMCAの活動に参加したくてもできない
子どもたちの参加費の一部、または全額をこの募金より
支援いたします。詳しくはお問合せ下さい。

和歌山YMCA

YMCAは1844年にロンドンで設立され、世界120の国と地域で生涯学習教育を推進するNGO(非営利組織）です。

検索

お友達と一緒に心を豊かにするプログラムがいっぱい！

お友達と一緒に心を豊かにするプログラムがいっぱい！
YMCAでは毎年、約2万人を超える子どもたちがキャンププログラムに集い、大自然の中で新たな出会いと発見があり、
初めての体験や試みに挑み、心身ともにたくましく強く育っています。
YMCAのキャンプは、人と人をつなぎ、心を豊かにする力があります。

認定 NPO 法人

和歌山 YMCA

〒640-8323

和歌山市太田1-12-13

Tel 073-473-3338

小学生・中高生

1
対象

冬スキーキャンプ A
小学生 (20名)

共通

交通

参加費

3
対象

白馬 岩岳スキー場

春スキーキャンプ A

長野県
場所
交通

参加費

長野県

5
対象

春スキーキャンプ B

4

2022年 3/26(土）～3/29(火) /3泊4日 ※内車中1泊
※新1年生も可

白馬 五竜スキー場

小学生-51,000円

小学生・中学生・高校生 (15名)

対象

とことん滑って更なるスキルアップをしよう！
少人数で技術の向上を目指します。
※中斜面を1人で滑る技術(YMCAワッペン4以上)
宿泊

太田旅館

中学・高校生-54,000円

※レンタル代（必要な方のみ）

・スキーセット-5,800円 ・ウエア-5,200円

幼児ゆきあそびキャンプ

6

新型コロナウイルス感染症対策

●キャンプでは次のような対応をします。

・
「密閉」
「密集」
「密接」三密が重なる状況を避けます。
・参加者と指導者は2週間前から毎日検温を実施します。
・キャンプ中、参加者と指導者は毎日検温を行います。
・手洗いと手指消毒をこまめに行います。
・スタッフ、
リーダーは必要に応じてマスクを着用します。
●貸切りバスを利用する場合の対策

・乗車前には手指消毒をします。
・乗車中は参加者もリーダーもマスクを着用します。
・車内の空気を入れ替える換気システム搭載車を使用します。
・定期的に休憩を取り、車外でリフレッシュします。
・乗務員の健康管理を徹底します。
当日、
いずれかに当てはまる方は、
ご参加頂くことが
できない場合があります。
まずは担当スタッフにご連絡下さい。

ハチ高原スキーキャンプ

対象

小学生 (20名)

和歌山からバスで約3時間のハチ高原で雪まみれ リーダーの指導で2日間しっかり滑ってスキーを
になって遊ぶキャンプ。
そり滑りや雪だるまづくり、 楽しもう！
雪合戦など雪を全身で感じて思い切り遊ぼう!
初めてのスキーにぴったりのキャンプです。
共通

※インターネット予約が優先です。

2022年 2/11(金・祝）～2/12(土) /1泊2日

幼児 年中・年長 (15名)

場所
交通

参加費

兵庫県 ハチ高原スキー場
全行程貸切バス利用

幼児-26,000円

宿泊

角野山荘

1) 発熱(日本感染症の発熱の定義では37.5℃としていますが、
37.5℃に達していなくても平熱より高く、体調不良等を感じる
場合についても該当します）
2) 倦怠感
3) 呼吸器の症状（息苦しさ)
4) 喉の痛み
5) 咳
6) 味覚臭覚がない
7) 家族や同居者等に発熱及び該当する症状がある場合。
8) 学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖になっている。
(参加者本人が発症していなくても)

この他、感染拡大防止のため、
やむを得ず活動を中止、
または
延期することがあります。
その場合はメール、
ホームページで
お知らせしますので必ず内容を確認して下さい。

小学生-29,000円

その他費用 ※レンタル代（必要な方のみ) ・スキーセット-4,000円 ⑥のみ ・ウエア-3,300円

詳細はこちら

11月25日（木）10:00～

幼児・小学生 ハチ高原キャンプ

※会員以外の方は宿泊キャンプの参加費とは別に臨時会費2,500円(シーズン毎）が必要です。

和歌山 YMCA

TEL ０７３－４７３－３３３８
https://www.wakayamaymca.org

受付時間：10:00～19:00

小 学 生 ス プリン グス クー ル

7

時間

電話予約受付

・スキーセット-5,800円 ・ウエア-5,200円

全行程貸切バス利用

その他費用

インナービレッジミヤマ

中学・高校生-54,000円

雪が柔らかい春は初心者やこれからスキー
を初めてみたい方におすすめ！それぞれの
スキルに合わせて丁寧に指導します。
共通

宿泊

※レンタル代（必要な方のみ）

小学生 (20名)

・会員
11月19日（金）12:00～
・一般
11月22日（月）12:00～

幼児～大人対象 英語 春休みプログラム
2022年

3/25(金）
・28(月）
・29(火）
・30(水）/4日間
※1日から参加OK!

身体を動かしたり、
クラフトなど毎日異なる楽しいアクティビティを英語で行います。
学校などの宿題に
取り組む時間を持ち、生活のリズムを保ちます。
英語が初めてでもサポートがあるので安心です。

２０名

ナイタースキーも楽しめる中上級者向けのキャンプ
です。広大なゲレンデでスキルアップを目指そう！
※中斜面を1人で滑る技術(YMCAワッペン4以上)

全行程貸切バス利用

小学生-51,000円

Web予約受付

小学生・中学生・高校生 (15名)

対象

和歌山YMCA

ウインター・スプリングプログラム

2021年 12/26(日）～12/29(水) /3泊4日 ※内車中1泊

長野県

その他費用

2021-2022

冬スキーキャンプ B

2

雄大な白馬の山々に囲まれてスキーや雪遊びな
ど全身で雪を楽しみます。初心者向けの優しい
コースでスキーの基本を習得します。
場所

白馬スキーキャンプ

(月～金曜)

場所

対象

9:30～13:30

和歌山YMCA

小学生 (各日15名）

E n gli sh

Pa r t y

3/31(木）
春をお祝いしよう！エッグハントやクラフトなど
イースターのアクティビティを中心に楽しみな
がら英語に親しみます。
時間

10:00～13:00

対象

年少～年長 (20名)

場所
参加費

9

運動タイム

4/5(火)

ランチタイム

12:45～

英語タイム

英 語 体 育 教 室

4/1(金）

時間

①10:30～11:15
②13:00～13:45

対象

年少～年長 (15名）

一般-4,000円 ※昼食付 参加費

10 R e t u r n e e s ス プ リ ン グ ス ク ー ル

英語タイム

英語を使ってサーキット運動やボール遊びなど
楽しく身体を動かします。
場所

和歌山YMCA

会員-3,500円

11:15～
12:00～

※新1年生も可

※昼食付

K I DS

宿題タイム

10:15～

参加費 ・1日参加 4,500円 ・全日参加 (4日間) 16,000円
8

内容

スケジュール
9:30～

和歌山YMCA

会員-各1,500円

一般-各1,800円

11 ス ペ シャ ル プラ イ ベ ート レッス ン

3/24(木）～4/8(金)

海外在住やインターナショナル等での学習経験
ネイティブ講師によるプライベートレッスン。
者対象。
英語漬けで過ごします。
ディスカッション
教室でもオンラインでも可能です。
お一人又は親子、
やプレゼンテーションを持ち、会話力を養います。 お友だちなどとご一緒にお申込み下さい。
時間

10:00～13:00

対象

小学生・中学生 (10名）

場所
参加費
12

10:00～20:00の30分間

対象

幼児～大人 (2名まで)

申込み Webでの受付のみ

和歌山YMCA

会員-3,500円

時間

一般-4,000円 ※昼食付 参加費

レッスンお申込み専用

1名参加-1,500円 2名参加-1,000円(1人）

小学生・中学生対象 プログラミングスクール

プログラミングチャレンジ

4/4(月）
・5(火)・6(水)・7(木)/4日間

YMCAとAmazon、
そしてLife is Tech!の協力によるプログラミング体験教室です。
オンライン教材で
HTML/CSS言語を学び、自分のオリジナルWebサイト作成にチャレンジします。
時間

10:00～12:30

対象

小学4年生～中学生 (10名)

場所
参加費

和歌山YMCA
19,800円

持ち物

イヤホン、USBメモリ(8GB以上） ※パソコンはYMCAで準備します。

