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はじめてのお泊りキャンプ C-1

はじめてのお泊りは子どもたちはもちろん、保護者の
みなさんも不安があると思います。そんな不安を吹き
飛ばしてくれるのがこのキャンプです。引率するリー
ダーは、全員が幼稚園教諭です。安心できる環境の中
で、はじめてのお泊りにチャレンジしてみませんか？

日程 ７月２４日（木）～２５日（金）１泊２日

対象／定員 年少児～年長児／４０名

場所
宇都宮ＹＭＣＡ

（栃木県宇都宮市松原２－７－４２）

打ち合わせ会 ７月５日（土）１４：００～/宇都宮ＹＭＣＡ

ディレクター 小松 康広・佐藤 実千代

参加費
会員：６，７５０円（申込金5,000円含）
一般：８，９１０円（申込金5,000円含）

おもいっきり海キャンプ C-2

「心ときめく海が待っている！」大洗サンビーチで海
水浴を楽しみましょう！とにかく元気に思いっきり遊
びたい！
そんな子どもたちのためのキャンプです。とことん海
で遊んで夏の思い出を作りましょう！

日程 ８月６日（水）～８日（金）２泊３日

対象／定員 小１～小４／２０名・小５～中３／１５名

場所
旅館民宿 ニューさかえや

（茨城県東茨城郡大洗町字寺釜６４－３７）

打ち合わせ会 ７月２０日（日）１０：００～/宇都宮ＹＭＣＡ

ディレクター 菅井 宏益・佐藤 実千代

参加費
会員：３３，４８０円（申込金5,000円含）
一般：３５，６４０円（申込金5,000円含）

赤城わくわくキャンプ C-3

赤城キャンプは赤城山麓南面に位置しています。
自然の中で冒険しよう！水遊び、野外炊飯、キャンプ
ファイヤーなどキャンプならではの楽しさを味わって
みよう！

日程 ８月２２日（金）～２３日（土）１泊２日

対象／定員 年長児～小６／４０名

場所
ぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプ
（群馬県前橋市柏倉３４８４）

打ち合わせ会 ７月２７日（日）１３：００～/宇都宮ＹＭＣA

ディレクター 荒井 浩元・矢口 明香里

参加費
会員：２３，７６０円（申込金5,000円含）
一般：２５，９２０円（申込金5,000円含）

デイキャンププログラムについては裏面をご覧ください

キャンププログラム

打ち合せ会では、プログラム概要やご用意頂く荷物等の説明の他、
保護者と担当リーダーの面談にてお子様の健康状態や生活に必要
な情報をお伺いします。また、お子様は担当リーダーや一緒に生
活をするグループの仲間との交流をはかります。
ぜひお子様とご一緒にご参加ください。
打ち合せ会の日程は記載の通りです。また、事前のご連絡はいた
しませんのでご了承ください。

打ち合わせ会について・・・

キャンプは、「為すことによって学ぶ(Learning by doing)」を理念と
した野外教育活動です。その理念は、「どのような教育的な経験も、子
ども（対象者）の興味・関心から離れていたならば、その経験は子ども
（対象者）にとって本質的なものにならない。よって興味と自発性に基
づいて子どもを導く」という考え方に導かれたものです。子どもたちは、
友だちと一緒に自然の中でさまざまな活動をすることによって、人間関
係を学び、自然・社会への関心を深めていきます。YMCA では、子ども
たちが安全に、安心して、たくさんの自然に触れながら、仲間と一緒に
思いっきり遊ぶことを通して、一人ひとりの豊かな成長を育みます。

YMCAのキャンプは選任されたスタッフ（ディレクター）と共に、
リーダーと呼ばれるボランティア精神に溢れる青年たちで企画、準
備を進めます。リーダーは事前にYMCAの講習・実技等の研修を受
けて、キャンプ運営に自ら参画しています。実際のキャンプにおい
ては、全ての場面で安全を最優先し、また常に「メンバーズファー
スト」の観点をもって子ども達と一緒に生活をします。 「○○
リーダー」と呼ばれ、良きお兄さんやお姉さん的存在のリーダーが、
子どもたちの成長に大きな影響を与えます。

※足利・那須での集合解散をご希望の方はご相談ください。
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デイキャンププログラム

デイキャンププログラムでは、「新しい体験」「普段は見逃してしまう気づき」「人との関わり」を大切にしています。
お泊りにチャレンジしてみたいけど、まだちょっと不安という方に「はじめの一歩」としておすすめのプログラムです。

国際交流プログラム 野外体験プログラム

プログラム名

英語で楽しむ３Ｄａｙｓ
＜E-1＞

アメリカ人のお兄さん
お姉さんと一緒に

夏の思い出を作ろう！

３Ｄａｙｓスクール①
＜D-1＞
めざせ！

自然遊びの名人！！

３Ｄａｙｓスクール②
＜D-２＞
めざせ！

ものづくり名人！！

３Ｄａｙｓスクール③
＜D-３＞

めざせ！生き物大好き
観察の名人！！

日程
７月２２日（火）
～２４日（木）

７月２８日（月）
～３０日（水）

８月４日（月）
～６日（水）

８月２５日（月）
～２７日（水）

対象／定員

年少～年長／２５名 年少～年長／２０名 年少～年長／２０名 年少～年長／２０名

小１～小６／２５名 小１～小６／２０名 小１～小６／２０名 小１～小６／２０名

参加費

会員：１９，４４０円
（申込金5,000円含）
一般：２１，６００円
（申込金5,000円含）

会員：１７，８２０円（申込金5,000円含）
一般：１９，９８０円（申込金5,000円含）

ディレクター 荒井 浩元・大浦 智子 松本 法判 小松 康広・矢口 明香里 藤生 強

１日目
県民の森
（矢板市）

ブルーベリー園竹澤
（真岡市）

宇都宮ＹＭＣＡ
（宇都宮市）

大洗水族館
（大洗町）

２日目
昭和ふるさと村
（茂木町）

板荷せせらぎプール
（鹿沼市）

益子窯元センター
（益子町）

こども動物自然公園
（東松山市）

３日目
大洗水族館
（大洗町）

日光アストリアホテル
（日光市）

県民の森
（矢板市）

ぐんま昆虫の森
（桐生市）

父と子のアウトドアクッキング

お父さんと子どもの野外料理体験プログラムです。１日のみの参加もできます。
メニューは、2日間とも異なります。お父さんの偉大さを子どもたちにみせましょう！！

日程 ８月１０日（日） ８月１７日（日）

対象 年少児～小６の子どもと父親

定員 各日２０組

場所 宇都宮市青少年活動センター 宇都宮市冒険活動センター（予定）

参加費
１日のみ参加の場合

会員：５，４００円 一般：７，５６０円
２日間参加の場合

会員：１０，８００円 一般：１２，９６０円



とちぎ
YMCA

残金をお支払いください。
◎残金は、７月１８日(金)までに、お支払いください。
◎兄弟姉妹で参加する場合は、２人目から１，０００円の割引をさせて頂きます。
（短期水泳は除きます）
◎一般で参加される方は、「一般」の参加費には臨時会費（サマープログラム期間中有
効）が含まれています。複数プログラムに参加する場合は、２つ目以降のプログラムに
ついては「会員」の参加費をお支払い頂きます。（短期水泳を除く）

まずは、電話でご予約ください。
（０２８－６２４－２５４６）

◎会員の方と一般の方では申込日が異なります。
◎申込は１通話１家族とさせていただきます。
◎障がいやその他特別な病気をお持ちの方も参加できますが、事前にご相談ください。
◎受付の締め切りは、７月１１日（金）です。
その後の申し込みに関しましては各ディレクターにお問い合わせください。

打ち合わせ会にご参加ください。
＝キャンプに参加される方＝

１.参加者同士が知り合います。
２.保護者懇談により、お子様の様子を把握し、相互理解を深めます。
３.キャンプについての詳しい説明、しおりや要項の配布を行います。
◎幼児・小学生の参加者は、親子でご参加ください

キャンプ当日
体調を整えて

元気に参加してください。

１０日以内に正式申込みをお願いします。
◎申込金のお支払いと申込書のご提出をお願いします。

短 期 水 泳

YMCAの水泳プログラムは楽しみながら水に親しめるように組み立てられています。
だから、プールが苦手なお友だちも、リーダーや友だちと一緒に取り組むことで、
水が好きになり、自信がつきます。
最終日にはYMCA公認のワッペンテストを行い、レベル別のワッペンをお渡しします。
※レベル 水慣れ～面かぶりクロール習得(YMCA水泳ワッペンかに～たつのおとしご程度）まで

日程

Ⅰ期（ＳＳ-１）：７月２９日（火）～３１日（木）３日間
Ⅱ期（ＳＳ-２）：８月１８日（月）～２１日（木）４日間

ラッコクラス／１２：３０～１３：３０
ペンギンクラス／１４：００～１５：００

対象 ラッコクラス／年少～年中 ・ ペンギンクラス／年長～小３

定員 各クラス１５名

場所 宇都宮ＹＭＣＡ ＹＭＣＡ屋外プール

参加費
会員 Ⅰ期：４，３２０円 Ⅱ期：５，４００円
一般 Ⅰ期：５，４００円 Ⅱ期：６，４８０円

★ご注意
●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、場所や内容が変更になる場合があります。
●出発までに、住所・電話番号などに変更がありましたら、お早めにお知らせく
ださい。
●事前の健康管理には、十分にご配慮願います。
●プログラム中に撮影された写真は、ＹＭＣＡが配布するパンフレット等に使用

させていただく場合があります。使用を希望されない場合は、スタッフまでお申
し出下さい。
●参加者の疾病、疾患、心身の障がいなどについて、あらかじめご相談が無

かった場合で担当スタッフがプログラムの実施が困難であると判断した際には、
参加をご遠慮いただく場合があります。
●プログラムの趣旨に著しくそぐわない行為があった場合や、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、担当スタッフが必要であると判
断した際には、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
場合があります。
●万が一の事態に備えて、全てのプログラムで傷害保険に加入しております。

〒320-0041

栃木県宇都宮市松原2-7-42
TEL：028-624-2546 

会員とは・・・
①ＹＭＣＡ維持会員と会員のお子様
②さくらんぼ幼稚園園児
③２０１４年度のＹＭＣＡ通年プログラムに参加されている方

キャンセルについて

◎参加を取消される場合は、早めにご連絡ください。費用の返
金は下記の通りです。だだし、申込金は返金いたしませんので
予め、ご了承ください。
＜正式申込からキャンプ前々日＞

申込金を除く参加費の全額
＜キャンプ前日及び出発当日＞

申込金を除く参加費の半額

お支払い方法
①各ＹＭＣＡの窓口にてお支払い
②現金書留による郵送
③銀行でのお振込み
＜振込先＞ 足利銀行本店(普)６９１５００

とちぎＹＭＣＡ 代表理事 鷹箸 孝
◎郵送・振込の場合は、お子様の名前でお願いします。

公益財団法人
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