
人との出会い、大自然との出会いは、子どもに自信と成長をもたらしてくれます！

群馬県教育委員会
前橋市教育委員会
高崎市教育委員会

＜後　援＞

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 4500 万人の会員が活動
する世界最大規模の NPO になりました。ぐんま YMCA（2014 年 3 月まで前橋 YMCA）は
1963 年の創設から青少年の育成に尽力し、野外教育を中心に活動を行なっています。

●会員受付 

６/12(火)
午前10時～

●一般受付 

６/14(木)
午前10時～

＊バス発着場所＊
■前橋：群馬県青少年会館
■高崎：高崎駅東口タワー美術館付近



Ａ ぐるりんキャンプ

　貸切バスでお出かけする３日間の日帰りキャンプで

す。３日間とも午前９時～午後４時までお子様をお預

かりします。３日間赤城キャンプ場でおもいきり遊び

ましょう｡初めてだって大丈夫。年齢の近いお友だち

３～６名に、優しいリーダーが一緒に遊びます。お泊

りに挑戦したいお友だちは１泊オプションプログラム

にも参加できます。

ちょっぴりお出かけ、ちょっぴりお出かけ、
　　わくわくどきどきしてみよう！　　わくわくどきどきしてみよう！

開催場所

日時：8月11日(土)～13日(月)
／3日間日帰り＋1泊2日(オプション)
対象：年少～小学校３年生
※オプションで13日(月)～14日(火)の１泊プログラム
　にもご参加いただけます。
参加費：23,760円（申込金7,560円／残金16,200円）
※３日分昼食代含む　　　オプション別途6,480円　

ぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプ
貸切バス利用/約40分

キャンププログラム

　海水浴場で海

遊びをおもいっ

きり楽しむ海浜

キャンプです。

仲間やリーダー

と一緒に海水浴

や磯遊びを楽し

み、３泊のキャ

ンプ生活を通して、かけがえのない経験を得ること

が出来るキャンプです。海水浴が初めてのお子さん

も気軽にご参加下さい。

今年の夏も、今年の夏も、
キャンプで海に出かけよう！キャンプで海に出かけよう！

Ｂ 夏だ！海キャンプ 

開催場所

日時：8月5日(日)～8日(水)／3泊4日
対象：小学校１年生～高校３年生
参加費：43,200円（申込金7,560円／残金35,640円）

新潟県少年自然の家
貸切バス利用/約4時間

YMCAのキャンプは、それぞれ年齢ごとの特性に合わせて
プログラムが組まれていますので、下記チャートを参考に、
対象となるキャンプにご参加ください。

A.ぐるりんキャンプ
B.夏だ！海キャンプ
C.チャレンジ冒険キャンプ３DAY
D.チャレンジ冒険キャンプ４DAY

幼児 中学生 高校生小学生(低学年) 小学生(中学年) 小学生(高学年)

E.チャレンジ冒険キャンプ５DAY

YMCA Summer Program 2018

新たな出会い、新たな体験、新たな出会い、新たな体験、
みんなの夏が“一生の宝物”に！みんなの夏が“一生の宝物”に！
新たな出会い、新たな体験、
みんなの夏が“一生の宝物”に！
新たな出会い、新たな体験、
みんなの夏が“一生の宝物”に！

保護者の皆さんの声Camper’s VoiceCamper’s VoiceCamper’s VoiceCamper’s Voice
・キャンプから帰って、たくましくなったような気がします。（小５男子）

・キャンプソングを覚えて帰って来て、家でも歌っています。（年中女子）

・小さい夢が叶ったようで、2段ベッドに寝ることができたことが嬉しかっ
たようです。（年長女子）

・キャンプから帰りたくなくて、解散時に泣かれ驚きました。（年長女子）

・キャンプで作った名札を家でも首からかけて遊んでいます。（小２男子）

・お世話になったリーダーを本気で家に連れて帰ろうとしていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小３男子）

・家で食事のお手伝いをしてくれるようになりました。（小4女子）

昼食
付き

日帰り



ＹＭＣＡの趣旨に賛同し、自分の大切な時
間をボランティア活動として関わっている
ボランティアリーダーを養成するために、
募金にご協力くださいますようお願い申し
上げます。(詳しくは下記ウェブサイトをご
覧下さい。)

詳しくは、お問合わせください。また、ぐんまＹＭＣＡホームページ内の
【お支えください】のページでもご案内しております。どうぞ、ご覧ください。

■リーダー育成募金のお願い
1人のボランティアリーダーを
養成するために､年間約４万円の
費用がかかります。

クレジットカードによるご寄付・

維持会費の納入(月払い/年払い)

が可能になりました。

http://www.gunmaymca.org/member/

■維持会員としてお支え下さい。
YMCAの様々な活動を支えるため、
維持会員を随時募集しております。
皆様のご協力をお願い致します。

リーダーがいつも一緒

「リーダー養成募金」のお願い
「維持会員」募集のお知らせ

わくわくドキドキ、はじめの一歩の大冒険！わくわくドキドキ、はじめの一歩の大冒険！

Ｃ チャレンジ冒険キャンプ３ＤＡＹ

開催場所

日時：8月22日(水)～24日(金)／2泊3日
対象：年中～小学校３年生
参加費：32,400円（申込金7,560円／残金24,840円）

ぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプ

貸切バス利用/約40分

この夏、森と星空に囲まれた体験を。この夏、森と星空に囲まれた体験を。

Ｄ チャレンジ冒険キャンプ４ＤＡＹ

開催場所

日時：8月15日(水)～18日(土)／3泊4日
対象：小学校１年生～中学校３年生
参加費：43,200円（申込金7,560円／残金35,640円）

ぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプ
貸切バス利用/約40分

　長期キャンプは人を大きく成長さ

せます！山の中を探検したり、森の

中で秘密基地を作ったり、赤城の動

物と触れあえるかも！？テント泊や

赤城キャンプ場を飛び出して、山登

りにもチャレンジ！（体力に合わせ

たプログラムを設定します）

じっくり深～く味わえる５DAYキャンプは一生の宝！じっくり深～く味わえる５DAYキャンプは一生の宝！

Ｅ チャレンジ冒険キャンプ５ＤＡＹ

開催場所

日時：8月15日(水)～19日(日)／4泊5日
対象：小学校３年生～高校３年生
参加費：54,000円
　　　（申込金7,560円／残金46,440円）

ぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプ
貸切バス利用/約40分

キャンプの一日キャンプの一日 （小学生キャンプの例）（小学生キャンプの例）

●幼児プログラムの場合は3～5人に1名、小学生キャンプの場合は5～7人に1名のトレーニングを受けたYMCAリーダーが
　生活や活動を共にします。初めてのお子様も安心してご参加いただけるようグループ構成を配慮しています。
●YMCAキャンプでは生活そのものをカリキュラムと考えています。ゆったりとした生活の中で、「お友だちやリーダーと共に過ごす」ことが
　何よりの成長の機会となるからです。

※幼児キャンプは生活にゆとりを持たせた
　プログラムが組まれます。

6:30 7:00 7:30 12:00 16:00 18:00 19:30 20:30 21:00

起床
朝の集い

朝食

アクティビティ（※） アクティビティ（※）
昼食 おふろ 夕食 夜のプログラム

●キャンプファイヤー
●ナイトハイキング
●ゲーム大会　など

ゆったり
タイム

就寝

※アクティビティ…ハイキング・ネイチャーゲーム・クラフト（自然工作）・野外料理（おやつ作り）・軽スポーツ・水あそび など 

ぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプ

主
な
施
設

メインホール＝食堂（厨房施設がありレストランから派遣のキッチンスタッフが食事を提供します）
　　　　　　  お風呂(男女別で1グループ毎にゆっくり入浴できます。)・トイレ・クラフトスペース
キ ャ ビ ン＝全部で4棟・8部屋のログハウスが森の中に建っています。部屋の中は２段ベッドがあり、
　　　　　　  ゆったり過ごすことが出来ます。
グラウンド＝広い野原で思いっきり遊びましょう。

赤城山の南面、柏倉の森の中にぐんまＹＭＣＡ赤城キャンプがあります。朝夕にはリスがえさを求めて
跳ね回り、野原には野うさぎが遊んでいます。そんな美しい自然環境に囲まれたキャンプ場です。

　赤城の自然を大いに感じ、仲間・

リーダーと深くかかわり、じっくり

楽しむことのできるキャンプです。

テンティング・アーチェリー・ホッ

ケー・クラフト・ハイキング･･･と

いった様々な体験だけでなく、長い

キャンプの中での基本的な生活が、

キャンパー同士やリーダーとのより

深いかかわりを生み、お子様にとっ

て仲間や自然と向き合える絶好の機会となるでしょう。

　初めてのお泊りに挑戦！という

お子様におすすめのキャンプです。

ゆったりとした時間の中、キャン

プ生活を楽しみます。ＹＭＣＡキ

ャンプの基本的な生活（自然の中

での活動・食事・睡眠・入浴・奉仕）

を通して、仲間やリーダーと過ご

す楽しさを体験していきます。

エントリー

長期
キャンプ

スタンダード

※[D]４DAYキャンプと同日程となり、
　兄弟姉妹で参加しやすくなっております。

※[Ｅ]５DAYキャンプと同日程となり、兄弟姉妹で参加しやすくなっております。



＜受付時間＞
月～金 10:00 ～ 19:00
土曜日 10:00 ～ 12:00

①電話申し込み

②ご入金／申込書･保険証コピーご提出

③打合せ会 （リーダー､参加者同士の顔合わせの会）

④最終確認～プログラム当日

＊参加費サポートのご案内＊

会員受付開始　６/12（火） 10:00～
一般受付開始　６/14（木） 10:00～

TEL.027-234-2299
●ご希望のキャンプをお電話でお申し込みください。
　（定員になり次第〆切らせていただきます。）
●ＹＭＣＡ会館窓口でのお申し込みも可能です。

電話申込み後７日以内にご入金・ご提出下さい。 

日時：７/14（土） 10:00～11:30　
会場：群馬県青少年会館　前橋市荒牧町２－１２ （駐車場あり）

●銀行振込またはＹＭＣＡ会館窓口にて、参加費もしくは申込金を納めてください。
●残金がある場合は、キャンプ開始日の14日前までに納入してください。
●銀行振込の場合は、キャンプ名を明記の上、必ず参加者のお名前で
　お振込みください。（振込先：右記記載の銀行口座まで）
●現在ＹＭＣＡ会員以外の方は、季節会費が掛かります。

　季節会費：2,000円
●キャンプ申込書（原簿）・保険証コピー・医療費受給資格者証コピーを
　ご提出ください。（郵送可）
　※キャンプ申込書（原簿）はキャンパーの個別理解のため、また連絡送付の
　　ために用いさせていただきます。また、保険証のコピーは緊急時のために
　　お預かりさせていただきます。
●申込書（原簿）はＨＰよりダウンロードして頂けます。（www.gunmaymca.org）

●お子様と保護者の方ご一緒に参加してください。キャンプのしおりや参加
　要項の配布の他、内容詳細、持ち物について、担当ディレクターによる説明
　を行います。ご欠席の場合は、後日資料を送付させていただきます。

●数日前に、担当リーダーに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。

参加費振込先

2018年度シーズンキャンプ　旅行条件書(要約)

※必ずご一読ください。

●必ず参加者（お子様）のお名前でお振込みください。●名前の前にプログラ

ム番号（アルファベット）をご記入ください。（例：Ａグンマタロウ）●振込票控

をもって領収書とさせていただきます。プログラム終了まで大切に保管して

ください。

■東和銀行 前橋北支店 普通 129699　公益財団法人 ぐんまＹＭＣＡ

■群馬銀行 竪町支店 普通  0987306　公益財団法人 ぐんまＹＭＣＡ

参加費（税込）日程・宿泊場所定員対象プログラム名

[Ａ]ぐるりん
　　　キャンプ

8月11日（土）～13日（月）
3日間　日帰りプログラム
ＹＭＣＡ赤城キャンプ
※オプションで13（月）～14（火）の
　１泊プログラムにもご参加いただけます。

※ぐるりん宿泊オプションは
　　　+6,480円

23,760円60名年少～小３

[Ｂ]夏だ！
　　海キャンプ

8月5日（日）～8日（水）

3泊4日 新潟県少年自然の家
43,200円30名小１～高３

小１～中３

年中～小３

小３～高３

[Ｃ]チャレンジ冒険
　キャンプ３ＤＡＹ

8月22日（水）～24日（金）

2泊3日 ＹＭＣＡ赤城キャンプ
32,400円60名

[Ｄ]チャレンジ冒険
　キャンプ４ＤＡＹ

8月15日（水）～18日（土）

3泊4日 ＹＭＣＡ赤城キャンプ
43,200円20名

[Ｅ]チャレンジ冒険
　キャンプ５ＤＡＹ

8月15日（水）～19日（日）

4泊5日 ＹＭＣＡ赤城キャンプ
54,000円40名

●以下の旅行条件書を必ずご確認下さい。




