
＊集合場所は甲府市の山梨ＹＭＣＡの他に、希望者3名以上の場合に

限り、河口湖駅前、中央高速双葉SAを追加予定しています。キャン

プによって異なりますので、時間等詳細は参加者のしおりにてご確認

下さい。＊各キャンプ共、初日のお弁当が必要です。＊申込締切はそ

れぞれ実施一週間前まで。但し、定員になり次第締切となります。

だ！キャンプに行こう。

湖であそぼう！

もとすこアドベンチャーキャンプ
透明度抜群の本栖湖の湖畔で、富士山を眺めながら、カヌーや

ＳＵＰ（立ち乗りパドルボード）、そして湖水浴・・・。とこと

ん湖をあそびつくします。プロのインストラクターが24時間体制

で指導してくれるほか、カレー作りやバーベキュー、キャンプ

ファイヤーなど、アウトドアライフを満喫します。宿泊は静かな

湖畔のキャビンです。

７月２６日(水）～２８日(金)
２泊３日 ○対象：小学３年～中学

１年 ○定員：２５名 ○参加費：

26,000円（税込価格28,080円） ○宿泊：

本栖湖浩庵キャンプ場（富士河口湖町）

201７山梨YMCA夏休みプログラムガイド

とがくしにんにんキャンプ
忍者の里、戸隠で忍者修行の体験。魚の

つかみ取り、ほたる見学、手打ちそば打

ち体験など、信州ならではのプログラム

が盛りだくさん！そば職人の民宿に泊ま

ります。

８月２日(水)～４日(金)
２泊３日○対象：小学１年～

６年生○定員：２５名○参加費：

30,000円（税込価格32,400円）○宿

泊：民宿やまかね荘(長野市戸隠)

【ＹＭＣＡ夏休みプログラム申込方法】

◎予約

＊電話にてご希望のプログラム名,参加日,名前,住所,電話番号,学校,学年を

お伝え下さい。YMCAウェブサイト（http://www.yamanashiymca.org) か

らもご予約できます。

＊予約者には参加者のしおりと申込書を郵送します。

＊定員に達している場合はキャンセル待ちとなります。

◎正式手続き

＊予約後一週間以内に費用をお納め下さい。参加申込書に必要事項を記

入の上,健康保険証のコピーを添えてご提出下さい。費用は銀行振込又は

直接YMCAにてご納入ください。

＊申込金のみご納入の場合は実施一週間前までに残金をお納め下さい。

☆振込先：山梨中央銀行柳町支店

普通預金２０８５１７ 公益財団法人山梨ＹＭＣＡ

◎プログラム参加

＊わいわい地球塾のプログラムの変更は実施日の一週間前までにお申し

出下さい。但し、定員に達しているクラスへの変更はできません。

＊キャンセルについて

当日出発まで：申込金を除く全額返金／当日出発後：返金できません。

申込金：キャンプ6,000円 わいわい地球塾1日1,000円

◎ご予約後、連絡なくご入金がない場合は、規定に基づきキャンセル料が発生

しますのでご注意下さい。

◎キャンセルの連絡はYMCAまでお知らせください。

海であそぼう！ 三浦マリンキャンプ
2017年限定・新企画

「海のない山梨県の子供たちのために」とヨットハーバーのイン

ストラクターがディンギー（小型ヨット）やクルーザー、シーカ

ヤックなど、本格的なマリンスポーツの楽しさをたっぷりと豪華に

教えてくれます。最終日は思いっきり海水浴を楽しみましょう。宿

泊は横浜ＹＭＣＡが運営する公営の宿舎です。

８月７日(月)

～９日(水)２泊３日  

○対象：小学１年～６年生

○定員： ２０名

○参加費： 28,000円
（税込30,240円）

○宿泊：三浦ふれあいの村
（横浜ＹＭＣＡ指定管理施設、

神奈川県三浦市）

富士登山 がんがんキャンプ
初日はゆっくり体を慣らしながら、標高

3400ｍの山小屋まで登ります。翌朝、ご来光

を拝みながら頂上を目指します。天気がよけれ

ば巨大な噴火口(お鉢)が拝めます！ 登山経験

豊富なリーダーが安全にガイドします。幼い頃

の強烈な体験は、一人ひとりの人格形成に大き

な影響を及ぼします。

８月１８日(金)～１９日(土)１泊２日 ○対象:小学３年～

中学３年生 ○定員：１５名 ○参加費：19,000円（税込価格20,520円）

○宿泊：富士山・本八合目トモエ館(3400ｍ)

テントに泊まろう

なめさわわくわくキャンプ
山梨ＹＭＣＡに拠点を置くボーイスカウト甲府5団との合

同キャンプです。野外料理、テンティング、川あそびな

ど、基本的な野外生活技術を身に付けましょう。

７月２２日(土)～２３日

(日)１泊２日 ○対象：小学１

年～６年生 ○定員：２０名 ○参

加費：12,000円 (税込価格12,960円）

○宿泊:なめさわキャンプ村（甲州市
塩山）
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2020年、YMCA の

キャンプは100周年

を迎えます。

日本で最初のキャ

ンプは1920年の夏、

大阪の六甲山ろくで

ＹＭＣＡによって行

われました。現在は

全国各地で22000人が参加しています。山梨でも山中湖で

その３年後に東京YMCA がキャンプ場を開設しています。

キャンプ料金は税別です。



４．キャンプの宿泊食事について教えてください。

目的に応じて宿泊形態は様々ですが、食事は専門の調理スタッフが作る場

合と自炊をする場合がありますが、共にバランスのとれたメニューで安全な

食材選びに心がけています。アレルギー等も柔軟に対応します。

３．リーダーはどんな人？

基本的に子ども好きの面倒見の良い指導員が担当します。主にＹＭＣＡの

スタッフと大学生が担当します。事前に子どもの発達段階の理解や、救急安

全などのトレーニングを実施し、認定された者を採用します。

２．プログラム中にけがや病気にかかったら？

緊急時はまずご家庭に連絡し、対応をご相談致します。病院にかかる場合

は健康保険証を利用させていただきます。またその後の治療費に関しまして

は、保険に加入しておりますのでその範囲内で対応させていただきます。

1．一人で参加でちょっと不安・・・・

グループは6～8人に一人のリーダーがつきます。基本的に年齢が近い者

同士のグループとなります。バスの中や到着後のプログラムで、一人で参加

した子もすぐに仲良くなれるように配慮します。事前に調査票（申込書）で

お子様の様子を詳しく確認します。

公益財団法人 山梨ＹＭＣＡ http://www.yamanashiymca.org
〒400ｰ0032甲府市中央5-4-11（連雀問屋街） ℡：０５５－２３５－８５４３
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この夏、たのしく自然体験、社会体験、お仕事体験！この貴重な体験が、かけがえのない思い出として子ども

たちの心に宿ったとき、将来夢を叶えていく力が身に付きます。ﾀﾞｲﾅﾐｯｸなﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと新しく出会う友達、かけ

がえのない時間をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。ご都合と興味に合わせてご参加ください。（わいわい地球塾の費用は税込みです。）

ニジマスつりと川あそび
8月8日(火）

富士山の湧き水で育ったニジマスを釣っ

て、塩焼きにしてお

弁当のおかずにしよ

う！午後は冷たい陣

馬の滝から流れるせ

せらぎで、豪快に川

あそび！

○行先：杵塚養鱒場と

陣場の滝(富士宮市）

○参加費：5,000円

キッザニアでお仕事体験
7月19日(水)､24日(月)､

25日(火)、8月22日(火）
小学生のみ

消防士､パイロット､モ

デル･･･、子どもが主

役の街で、盛りだくさ

んのお仕事体験。社会

の仕組みを学びます。

○行先:キッザニア東京
(江東区豊洲）           

○参加費：10,000円

本栖湖でサップ（ＳＵＰ）に挑戦！
8月4日(金) 小学生のみ

サーフボードのような板に立ちながら

乗って、パドルをこいで進むサップ

（Stand Up Paddleboard)に挑戦しよ

う！ライフジャケット装着で泳げなくて

も安心です。

○行先：本栖湖浩庵 

キャンプ場

○参加費 6,000円

ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑに行こう！
7月31日(月)小学生のみ

横浜みなとみらいにあるカップヌードル

工場。4種類のｽｰﾌﾟと12種類の具材を

自由に組み合わせて、世界に一つだけ

のマイカップヌードルを作ります。

○行先：カップヌードル・

ミュージアム

（横浜市中区）

○参加費：6,000円

富士山ろく

空中散歩
7月28日(金)
身長１１０ｃｍ以上の小学生のみ

ロープに結ばれて高

さ7ｍの世界を小鳥

の気分で空中散歩。

○行先:フォレスト･

アドベンチャーフジ
（鳴沢村）

○参加費：7,000円

酪農体験＆
アイスクリームづくり

8月2日(水)
本格的なアイ

スクリームづ

くりと動物と

のふれあい。

午後は牧場で

牛の世話や乳搾り。トラクター

の荷台に乗って牧場遊覧も。

○行先:朝霧高原の牧場と富士ﾐﾙ

ｸﾗﾝﾄﾞ(富士宮市朝霧高原）

○参加費：5,500円

海上アスレチックに挑戦！
8月7日(月) 小学生のみ

ｼｰｿｰ､ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ､滑り台､ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･･･、会

場に浮かぶ巨大ｱｽﾚﾁｯｸ。ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄをつ

けるので安心！思いっきり夏の海を満

喫しよう。

(静岡県熱海市）

○参加費:

7,000円

対象：幼児年長

～小学６年生
（一部、年齢や身長に

制限があります。）

ラフティングで大冒険

7月26日(水) 小学生のみ

ゴムボートで川くだり。スリルと爽

快感が最高！ベテランガイドの指導

の下、ライフジャケットとヘルメッ

ト装備で安全対策は完璧です。

○行先：

富士川

（身延町）

○参加費：

9,000円

よみうりランドグッジョバに行こう！
8月18日(金) 小学生のみ

自動車、カップ焼きそばなど、モノづく

りの工程を体感できるアトラクションと

ワークショップを楽しもう。

○行先:

よみうりランド
（東京都稲城市）

○参加費

8,000円

オオムラサキの

里山ｳｫｰｷﾝｸﾞ
7月27日(木)

田んぼや雑木林を

通り抜けて、オオ

ムラサキが生

息するという長坂の里山

を、自然を満喫しながら歩

きましょう。

○行先：北杜市長坂町

○参加費：3,500円

鉄道博物館に行こう！
8月3日(木)

国内最大級の鉄道ジオラマに、

大迫力実物展示。

屋上では目の前を

本物の新幹線が通

過します。

○行先：鉄道博物館

（さいたま市）

○参加費：5,000円

ﾄﾞﾘｰﾑｺｰｽﾀｰと

松本城

8月9日(水)
スリル満点、全長630ｍのアルプス

公園のドリームコースター。午後は松

本城を見学します。

○行先:

ｱﾙﾌﾟｽ公園･

松本城(長野県
松本市）

○参加費：

5,000円

ＪＡＬの整備工場見学

8月17日(木)小学生のみ
航空教室ではパイロット,整備士, Ｃ

Ａのお話を聞いてから、展示エリア

と格納庫の見学をします。本物の

でっかいジェット機の真下に立って

その大きさを実

感します。

○行先：

羽田空港JAL

ｽｶｲﾐｭｰｼﾞｱﾑ

○参加費：

7,000円

ボルダリングに挑戦！
8月1日(火） 小学生のみ

君もスパイダーマン目指して壁を

登ってみよう！プロのインストラク

ターが手取り足取

り指導してくれる

ので始めてでも安

心です！

○行先：クライミング

ジム・ピラニア(石和ま
たは富士吉田）

○参加費：5,000円

レゴランドであそぼう！
8月21日(月）

カラフルで想像力あふれる施設。おたの

しみアトラクションも盛りだくさん！レ

ゴ好きのきみにはたまらない?!

○行先：レゴランド・ディスカバリーセンター

東京

(江東区

お台場）

○参加費：

7,000円

アメリカキャンプ村であそぼう！
8月10日(木)

気持ちの良い森

の中の冒険アス

レチックで汗を

流した後は、お

いしい

バーベ

キュー

を楽しもう。

○行先：アメリカキャンプ村

（東京都奥多摩町）

○参加費：5,000円

注）集合解散、持ち物は行先によって異なります。参加者のしおりでご確認ください。


