
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．グループの経験を通じて、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。 

 

上記の目的を各キャンププログラムの中に目標として組み込み、参加者

の年齢・体力・興味・関心など状況に応じて柔軟に展開されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

●WEB http://www.fukuoka-ymca.or.jp  ☆詳細はホームページをご覧ください！ 
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☎  ０９２-８３１-１７７１       〒814-0133  福岡市城南区七隈 1-1-10 

受付時間／平日・土曜日 10：00～18：00 （日・祝日を除く）    

【契約の流れ】 
ＷＥＢもしくは、お電話にて、予約お申込みをお願いします。その後、必要書 

類をお送りいたしますので、お手元に届きまして、1週間以内にお手続きを 

お願いします。お手続きの確認が出来た時点で、契約完了となります。 

【キャンセル規定】 
ご利用者のご都合により、契約を解除（キャンセル料）された場合 

・プログラム開始日の 20日前より、参加費の 20％がキャンセル料 

・プログラム開始日の 7日前より、参加費の 30％がキャンセル料 

・プログラム開始日の前日の場合、参加費の 40％がキャンセル料 

・プログラム当日に連絡した場合、参加費の 50％がキャンセル料 

・プログラム当日に連絡が無い場合、参加費の 100％がキャンセル料 

11月 16日（木）午前 10時よりWEB先行受付ス

タート！電話での通常受付は 11月 20日（月）午

前 10時から行います。 
【申込方法】 

・電話、窓口での受付は平日・土曜午前 10時～午後 6時です。 

（日・祝祭日は休館日） 

・ホームページからもお申込いただけます。（スマートフォン対応） 

・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。 

【会員登録】 
・2017年度初めてご参加の方は、参加費別途、登録費（年度有効） 

2,160円が必要となります。 

 〔説明会〕 

 
参加者事前説明会を 12月 3日（日）に実施いたします。 

お子様、保護者の皆様ご一緒に参加ください。 

・エンジョイゆきだるまキャンプ          10：00～11：00 

・スキー＆雪あそびキャンプ 11：30～12：30 

・ニューイヤースキーキャンプ A･B 13：00～14：00 

・クリスマススキーキャンプ A･B･中高 14：30～15：30 

・北海道ダイナミックスキーキャンプ       16：00～17：00 

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。 

取扱旅行会社：西鉄旅行株式会社（観光庁長官登録旅行業 579号）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                              

 
 

●スキーに雪合戦にソリあそび、思いっきり冬遊びをよくばろう

♪体いっぱい使って、雪を楽しみつくす 3日間！ 

■対 象 年中～中学 3年生            

■期 間 2018年 2月 10日（土）～12日（月）   

■集 合 10日 8:00 /解 散 12日 18：30 

■会 場 九重森林公園スキー場 (大分県)               

■宿 舎 やまなみ荘                         

■交 通 大型貸切バス                       

■集合・解散 天神中央公園                   

■定 員 45名 

■参加費 43,200円 

■スキーレンタル（2日分）   7,000円 

■ウエアレンタル（3日分）   4,500円 

■ヘルメットレンタル（2日分）   540円 
※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 

※リフト代は参加費に含まれます。 ※初日昼食は YMCAで用意します。 

※1日目は、スキーは行いません。 

 
 

 

●九州から遠く離れた北の大地。雪国、北海道。そこには全国のスキーヤーが憧れる

雪の世界が広がっています。雪質はもちろんのこと、北海道ならではの一味違う壮大

な景色が広がります。みんなの挑戦を待っています。 

■対 象 小学 2年生～高校生 

※YMCA スキーワッペン 3以上。又は、八の字ターンが確実にできるレベル以上 

■期 間 2018年 3月 27日（火）～3月 31日（土） 4泊 5日 

■会 場 ニセコマウンテンリゾート グランヒラフスキー場 (北海道) 

■宿 舎 調整中/ニセコ・ひらふ地区内 

■交 通 飛行機・マイクロバス 

■集合・解散 福岡空港 

■定 員 20名 

■参加費 小学生 128,000円 / 中学生・高校生 148,000 円 

■レンタル料 スキー（全日程） 8,000円 ウェア(全日程) 7,000円 ヘルメット 540円 
※リフト代は参加費と別途頂戴しております。小学生 7,000 円 中学生 9,000 高校生 11,000円 

※福岡 YMCA・北九州 YMCA による合同企画です。 

 

 
 

●スキーや宿泊が初めてでも大丈夫。初心者向

けのスキーレッスンはもちろん、雪遊びなど体

全体を使って活動します。ｳｲﾝﾀｰｽﾎﾟｰﾂを思い

っきり体験してみよう！！ 

■対 象 幼児（年中）～小学 6年生  

■期 間 2017年 12月 25日(月)～28日(木) 

■集 合 25日 8:00 /解 散 28日 18：30 

■会 場 やわたﾊｲﾗﾝﾄﾞ 191 ﾘｿﾞｰﾄ (広島県) 

■宿 舎 いこいの村ひろしま 

■交 通 大型貸切バス  

■集合・解散場所 天神中央公園 

■定 員 45名 

■参加費 56,160円 

■スキーレンタル（全日程） 6,480円 

■ウエアレンタル（全日程） 5,400円 

■ヘルメットレンタル（全日程） 540円 
 ※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 
 ※リフト代は参加費に含まれます。 
※初日昼食は YMCAで用意します。 

 

 

 
 

●3泊 4日のスキーキャンプ。とことん滑ります。

どんどん上達しよう！ 

● トレーニングを積んだスタッフが初級者～経験

者まで、レベルに合わせて指導します。 

■対 象 小学 1年生～小学 6年生  

■期 間 2017年 12月 25日(月)～28日(木） 

■集 合 25日 8:00 /解 散 28日 18：30 

■会 場 やわたﾊｲﾗﾝﾄﾞ 191 ﾘｿﾞｰﾄ (広島県) 

■宿 舎 いこいの村ひろしま 

■交 通 大型貸切バス 

■集合・解散場所 天神中央公園 

■定 員  45名 

■参加費 56,160円 

■スキーレンタル（全日程） 6,480円 

■ウエアレンタル（全日程）  5,400円 

■ヘルメットレンタル（全日程） 540円 
※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 
※リフト代は参加費に含まれます。 

※初日昼食は YMCAで用意します。 

 

 

 

● 低学年向けのゆっくりとした時間の中で、ス

キーレッスンや雪遊びを楽しもう♪ 

● 初めてのお友達でも大丈夫。リーダーがス

キー・宿舎内生活を共にします。 

■対 象 幼児（年中）～小学 2年生  

■期 間 2018年 1月 3日（水）～5日（金）  

■集 合 3日 8:00 /解 散 5日 18：30 

■会 場 やわたﾊｲﾗﾝﾄﾞ 191 ﾘｿﾞｰﾄ (広島県) 

■宿 舎 いこいの村ひろしま 

■交 通 大型貸切バス  

■集合・解散 天神中央公園 

■定 員 45名 

■参加費 43,200円 

■スキーレンタル（全日程）  4,860円 

■ウエアレンタル（全日程）  4,050円 

■ヘルメットレンタル（全日程）  540円 
 ※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 
 ※リフト代は参加費に含まれます。 

※初日昼食は YMCAで用意します。 

 
 

 

 

 

●新年最初は白銀の世界で思いっきりスキーに

チャレンジしてみよう。はじめて～経験者まで、

レベルに合わせて専門のトレーニングを積んだ

スタッフが指導します。 

■対 象 小学 3年生～中学 3年生  

■期 間 2018年 1月 3日（水）～5日（金）  

■集 合 3日 8:00 /解 散 5日 18：30 

■会 場 やわたﾊｲﾗﾝﾄﾞ 191 ﾘｿﾞｰﾄ (広島県) 

■宿 舎 いこいの村ひろしま 

■交 通 大型貸切バス  

■集合・解散 天神中央公園 

■定 員 45名 

■参加費 43,200円 

■スキーレンタル（全日程）   4,860円 

■ウエアレンタル（全日程）   4,050円 

■ヘルメットレンタル（全日程）   540円 
※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 
※リフト代は参加費に含まれます。 

※初日昼食は YMCAで用意します。 

 

  
 
 

 
 

 

●冬休みの最後は雪の世界に飛び込もう！ 

スキーも雪あそび、両方ともチャレンジだ！普

段は、見られない雪景色の中、思いっきり冬を

楽しもう♪ 

■対 象 幼児（年中）～小学 6年生  

■期 間 2018年 1月 7日（日）～8日（月）  

■集 合 7日 8:00 /解 散 8日 18：30 

■会 場 九重森林公園スキー場 (大分県) 

■宿 舎 やまなみ荘 

■交 通 大型貸切バス  

■集合・解散 天神中央公園 

■定 員 45名 

■参加費 30,240円 

■スキーレンタル（1日分） 3,500円 

■ウエアレンタル（2日分） 3,000円 

■ヘルメットレンタル（1日分） 540円 
※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 
※リフト代は参加費に含まれます。 

※初日昼食は YMCAで用意します。 

※1日目は雪あそび、2日目はスキーを行います。（ワッペン無し） 

 

 

 
 

 

 
● 心身が急速に成長するこの時期にスキー技

術を丁寧に学ぶことで格段にｽｷﾙｱｯﾌﾟ！ 

● トレーニングを積んだスタッフがはじめて～経

験者まで、レベルに合わせて指導します。 

■対 象 中学 1年生～高校 3年生  

■期 間 2017年 12月 25日(月)～28日(木） 

■集 合 25日 8:00 /解 散 28日 18：30 

■会 場 やわたﾊｲﾗﾝﾄﾞ 191 ﾘｿﾞｰﾄ (広島県) 

■宿 舎 いこいの村ひろしま 

■交 通 大型貸切バス 

■集合・解散場所 天神中央公園 

■定 員 20名 

■参加費 56,160円 

■スキーレンタル（全日程）   6,480円 

■ウエアレンタル（全日程）    5,400円 

■ヘルメットレンタル（全日程）   540円 
※スキー,ウエア,ヘルメットをお持ちの方はレンタル不要です。 
※リフト代は参加費に含まれます。 

※初日昼食は YMCAで用意します。 

 

初めて・初級者向け 初級～中級者向け 初心者～上級者向け 

初めて・初級者向け 初級～上級者向け 初めて・初級者向け 

中級～上級者向け 初めて・初級者向け 

※金額は全て消費税込となります。 
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