
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

●WEB http://www.fukuoka-ymca.or.jp ●E-mail camp@fukuokaymca.org↑ 

〒814-0133  福岡市城南区七隈 1-1-10   ☎  ０９２-８３１-１７７１ 

受付時間／ 10：00～18：00 （日・祝日を除く）    

ウラ側もご覧ください！ 

① ＜学習編＞  5日間 

7月 24日(月)～7月 28日(金) 

■時  間  9：00～17：00 

■対 象 年中～小学 6年生  

■定 員 40名 

■会 場 福岡市近郊 

■交 通 地下鉄、バスなど 

■参加費 28,080円（税込） 

※4日間の場合 22,680円 
※通常の宿題に加え、英会話もチョイス

（午前のみ）できます 

（追加 2,000円） 

③ ＜おでかけ編＞  4日間 

8月 7日(月)～8月 10日(木) 

■時  間  9：00～17：00 

■対 象 年中～小学 6年生  

■定 員 20名 

■会 場 福岡市近郊 

■交 通 地下鉄、バスなど 

■参加費 22,680円（税込） 

※3日間の場合 17,010円 
※学習は控えめ、動物園や博物館など、毎

日楽しいおでかけです。 

②＜スポーツ編＞  5日間 

 7月 31日(月)～8月 4日(金) 

■時  間  9：00～17：00 

■対 象 年中～小学 6年生  

■定 員 40名 

■会 場 福岡市近郊 

■交 通 地下鉄、バスなど 

■参加費 28,080円（税込） 

※4日間の場合 22,680円 
※午前中は学習で午後からは、サッカー、

スケート、アウトドアなど、スポーツを満

喫！ 

※サマースクールの集合・解散は、ＹＭＣＡ七隈本館となります。 

※17：30 以降のお迎えは、延長として、別途 1,000 円が必要となります。 

また、最長 18：00 までのお預かりが可能です。 

※＜学習編＞の英会話を選択した方は。別途２,000 円が必要となります。 

※毎日、お弁当が必要となります。 

主催：公益財団法人  福岡ＹＭＣＡ  後援：福岡市・福岡市教育委員会 

YMCAプログラムの運営 

●全ての事業に、野外教育や野外活動の知識と経験が豊富な YMCA

スタッフが事業全体の責任者として引率します。 

●各グループにはグループカウンセラーとしてボランティアリーダ

ーが集合から解散まで活動を共にします。 

●ボランティアリーダーは、大学や専門学校の学生を中心とし、子

ども達と関わる際のスキルや知識、年間を通じての研修や実活動

の中で養い、子ども達に指導しています。 

子ども達の目標（YMCAキャンプの目的） 
1．自然の中で元気に活動する能力を育てる。 

2．日頃できない経験を通して、良い習慣を育て実践させる。 

3．健康のための知識と経験を与える 

4．自分達で考える創造力を育成する。 

5．仲間を見出す機会を与え、友情を深める方法を学ばせる。 

6．グループ経験を通じて、社会における責任感を養う。 

7．自然環境や仲間への感謝の心を養う。 

 

サマースクールプログラム 
毎日通いの日がわりプログラム！夏休みはいろんなことがしたい君にぴったり！ ※詳細は HPをご覧ください！ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対 象 小学 3年生～中学 3年生  

■定 員 40名 

■会 場 五島市奈留島（長崎県） 

■交 通 船・バス他 

■参加費 46,440円（税込） 

 

～ どきどきの宿泊、はじめてでも大丈夫 ～ 
今まで一人でお泊りをしたことがないお友だちもリーダー

が完全サポート！大自然の中で野外調理、星空観察など、

わくわくがいっぱい待っています！ 

 

五島チャレンジキャンプ 
8月 1日（火）～8月 5日（土）  4泊 5日 

 

■対 象 年中（幼児）～小学 4年生  

■定 員 45名 

■会 場 広川原キャンプ場（佐賀県嬉野市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 21,600円（税込） 

 

■対 象 年中（幼児）～小学 6年生 

■定 員 45名 

■会 場 阿蘇 YMCAキャンプ場（熊本県阿蘇市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 32,400円（税込） 

 

～多彩なアクティビティで大冒険～  
福岡を離れて、島でのキャンプ海水浴や野外炊

飯、たっぷりチャレンジする 5 日間。ワイルド

な経験になること間違いなし！  

 

■対 象 小学 1年生～小学 6年生  

■定 員 45名 

■会 場 深坂自然の森（山口県下関市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 32,400円（税込） 

 

～目指せ九州本土最高峰！～  
九州で一番高い山 ,中岳 (1791m)や、百名山の

久住山のある久住にみんなで計画を立ててアタ

ックだ！２日目には山小屋に宿泊します。  

山の中で入る温泉は格別です！  

■対 象 小学 3年生～中学 3年生 

■定 員 40名 

■宿 泊 法華院温泉山荘（大分県竹田市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 43,200円（税込） 

～海を思いきり満喫～  
底が見えるほどの真っ青な海で、海水浴。そし

て、シーカヤックで無人島へ出航だ！もちろん

野外炊飯やキャンプファイヤーなど充実。  

～ どきどきの宿泊、はじめてでも大丈夫 ～ 
今まで一人でお泊りをしたことがないお友だちもリーダー

が完全サポート！大海原を目の前に野外調理、海遊び、星

空観察など、初めてのことがいっぱい！ 

申込方法（電話・窓口またはホームページから！） 6月 12日（月）10時スタート！ 

※ホームページよりキャンププログラムの詳細がご覧いただけます。 http://www.fukuoka-ymca.or.jp 

ＷＥＢ優先受付は 6月５日（月） 

10時スタートです！ 
【受 付】 
● 電話、窓口の受付は 6 月１２日（月）午前 10時～午後 6 時です。 

● 各プログラム定員になり次第キャンセル待ちとなります。 

【費 用】 
● 電話・窓口での申込受付時、お支払い方法を確認いたします。 

・窓口（七隈/天神）または振込（郵便/銀行）をご選択ください。 

・一括支払い、または分割での支払いをご選択ください。 

・2017 年度初めてご参加の方は、別途 2,１６0 円の登録費 

（2017 年度有効）が加算されます。 

・お支払いは書類が到着後、1 週間以内にご納入ください。 

● プログラム開始日 20日前よりキャンセル料が発生します。 

【説明会】 
● 宿泊キャンプ参加者の事前説明会を 7 月２日（日）に実施いたし

ます。お子様、保護者の皆様ご一緒にご参加ください。 

● 説明会会場は YMCA 七隈本館となっております。駐車台数に限り

がございますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。 

■対 象 小学 1年生～小学 6年生  

■定 員 45名 

■会 場 油谷少年自然の家（山口県長門市） 

■交 通 大型貸切りバス 

■参加費 32,400円（税込） 

 

～大自然と向き合う３日間～  
嬉しいテント泊です。自然の中で、野外炊飯を

したり、小川で川遊びをします。今回は「山の

日」に軽い登山もしますよ！お楽しみに！  

 
 

■対 象 年中（幼児）～小学 4年生  

■定 員 45名 

■会 場 玄海少年自然の家（福岡県宗像市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 21,600円（税込） 

～阿蘇の大自然を満喫～  
阿蘇山の近くにある阿 蘇ＹＭＣＡで活動しま

す。野外炊飯やプールでの活動もあります。満

点の星空が見られるはずです。  

油谷(ゆや)冒険キャンプ 
  8月 7日（月）～9日（水） 2泊 3日 

よくばりアドベンチャーキャンプ 
8月 10日 (木) ～12日 （土） 2泊 3日 

  

 

阿蘇わくわくキャンプ 
  8月 16日（水）～18日（金） 2泊 3日 

※キャンプの集合・解散はすべて天神中央公園となります。 

※参加費の一部を「リーダー育成基金（ＦＯＬＤ）」にあてさせて

いただきます。 

はじめて山キャンプ 
7月 29日（土）～7月 30日（日） １泊２日 

 

日帰り４日間 

 

はじめて海キャンプ 
7月 31日 （月) ～8月 1日 （火） 1泊 2日 

 

九重トレッキングキャンプ 
  8月 21日（月）～24日（木） 3泊 4日 


