2019 サマープログラム B4(257-364mm)

東とつかYMCA0418-08

この夏、YMCAで新しい自分をみつけよう！
デイキャンプ

サマースクール
のびのびサマースクール

夏休みの期間にYMCAで過ごすスクールです。夏休みの宿題をしたり、お友だちと室内プログラムや外あそび
をしたりと、日替わりでプログラムを用意します。
（おやつの提供あり）
※コース期間中のデイキャンプに抽選申込ができます。

■日程／Aコース：7月22日（月）～7月26日（金）
Bコース：7月29日（月）～8月02日（金）
Cコース：8月19日（月）～8月23日（金）
■時間／8:00～18:00
■対象／小学生 定員各20名
■費用／5日間
一般：13,080円 会員：12,960円
010日間
一般：24,495円 会員：23,328円
015日間
一般：32,270円 会員：31,104円
昼食（希望者）500円
※費用は税込です。

小学生

小学生英語

曜日

時間

月費用(税込)

16:30～18:00

10,260円

ロボット教室A

月（第２・第４）

17:00～18:30

ロボット教室F

土（第２・第４）

10:30～12:00

ロボット教室C

水（第２・第４）

小学生

クラス

曜日

BuddyA-1

※他教室で英語経験のある方は担当までご相談ください。

水

時間

15:20～16:20

月費用(税込)

9,596円

毛筆と硬筆の書き方と筆や道具の手入れや片づけを指導、書道を通して礼儀を学びます。
小学1～6年生

クラス

書道月曜A

小学3～6年生

書道月曜B

小学3～6年生

書道火曜Ｂ

小学3～6年生

書道木曜Ｂ

小学1～2年生
小学1～2年生

書道火曜A

書道木曜Ａ

曜日
月
火
木

キャンプ名

日程

Enjoy！
9月15日（日）～
イングリッシュ
16日（月・祝）
キャンプ

対象

会場

内容

英 語のアクティビティ
三浦YMCA
小学生
グローバル・ （予定）アウトドアクッキ
ング、ネイチャーアク
エコ・ヴィレッジ
ティビティなど

YMCA山手台センター

時間

16:30～17:30
17:45～18:45
16:30～17:30
17:45～18:45

月費用(税込)

【水泳】

7,307円

会員：19,800円
一般：23,040円

バス送迎あり

期間

7月29日（月）～
8月02日（金）

クラス

スイマーB

対象

小・中学生

時間

16:15～17:15

練習時間
60分

※集合は20分前

月費用(税込)

会員8,900円
一般9,980円

【体操】

これから体操を始めたい方向けに器械体操全般を練習していく5日間クラスになります。
跳び箱・マット・鉄棒・
平均台を毎日2種目ずつレベルに応じた内容の練習を行い、最終日にはワッペンテスト
（評価テスト）を実施し
ます。
認定証とYMCAワッペンをお渡しします。
7月29日（月）～
8月02日（金）

クラス

小学器械体操B

対象

小学生

時間

練習時間
60分

月費用(税込)

16:15～17:15 ※集合は5分前 会員8,100円
一般9,180円

※持ち物：運動のできる服装、
タオル、水筒になります。 ※欠席分のクラス振替は、
ファミリースイミングへのご利用を実施しております。

申し込みは YMCAYMCA山手台センター Tel 045-813-1022

17:45～18:45

横浜YMCA子ども支援（BAPY）基金

～子どもの命と未来を守り支える仕組みです～

BAPY=Be A Partner of the Youthとは子どもたちのパートナーにな
ろうという意味です。YMCAの諸活動（季節キャンプ・短期講習会な
ど）に経済的な理由により参加したくても参加できない子どもたちに
対して費用の一部または全額を基金より援助する仕組みです。
子ど
も支援基金の対象は18歳以下（4月2日現在の年齢）
となります。
申請期日 2019年6月7日（金）

Tel 045-392-3747

込

方

法

【インターネットでお申込の方】
１．横浜YMCAのホームページよりお手続きください。
【費用について】
会員：夏季プログラム開始時に年間クラス在籍者の方。
一般：過去参加者（過去に年間クラスや季節プログラム参加されたことのある方）、
及び一般の方（初めて参加される方）。
【電話でご予約・お申込の方】
１．名前・生年月日・電話番号・希望キャンプ名・クラス名をお申し出ください。
２．年間クラス在籍者（会員）の方は、
お申込の時点で手続きは完了です。
３．年間クラス在籍者（会員）以外の方は、
ご予約後、一週間以内にご来館の上、
お手続きください。
・ 入金受付は6月3日（月）
より受付窓口にてお受けいたします。
・ ご予約より一週間以内に手続きがない場合は予約を取り消しさせていただく
場合がございます。
【注意事項】
１．月齢・年齢はプログラム開始日現在のものとします。
２．キャンプのお申込締切日は、
キャンプ開始一週間前までとなります。
３．水泳講習会は指定スイミングキャップ（756円税込）を購入していただきます。
【参加費のお支払い方法】
１．会員参加費は、夏季プログラム開始時に年間クラス在籍者（会員）の方が対象
となります。
２．年間クラス在籍者（会員）の方は、所定日に口座振替をさせていただきます。
３．過去参加者及び一般（初めて参加される方）の方は、6月3日（月）
より受付窓口
にて参加費をお支払いください。
４．キャンプ参加費を現金でお支払いの場合は、一括納入と分納がございます。分
納の場合は、参加費の20％相当額をお支払いただき、残金を、
キャンプ説明会
当日までにお支払いください。
【キャンプ定員・キャンセル待ちについて】
１．各キャンプ最少実施人数は原則として20名といたします。
キャンプ開始一週間
前までに最少実施人数に満たない場合は、該当キャンプを中止する場合があ
ります。
２．各キャンプ、定員になり次第締切りとなり、以後キャンセル待ちとしてお受けし
ます。
【保険】
YMCAでは実施する全てのプログラムに於いて、傷害保険を適用します。
尚、病気や負傷の際、健康保険証を利用させていただくことをご了承ください。
【キャンセル規定】
ご予約日を1日目とし、8日目以降の取り消しまたは参加費をお支払い後の場合は、
以下のキャンセル料がかかります。
ご返金は、銀行口座への振込とさせていただき
ます。
〈キャンプ〉
１．キャンプ開始20日～8日前までの届け出の場合、参加費の80％をご返金いたします。
２．キャンプ開始7日～2日前までの届け出の場合、
参加費の70％をご返金いたします。
３．キャンプ開始日前日の届け出の場合、参加費の60％をご返金いたします。
４．キャンプ当日開始前の届け出の場合、参加費の50％をご返金いたします。
５．キャンプ開始後は、
いかなる理由があってもご返金はいたしません。
※参加費全額返金の際の振込手数料はご負担いただきます。
〈キャンプ以外のプログラム〉
１．プログラム予約８日目以降又は、参加費お支払後からプログラム開始8日前ま
での届け出の場合、会員参加費の80％をご返金いたします。
２．プログラム開始７日前からプログラム開始前日までの届け出の場合、会員参加
費の60％をご返金いたします。
３．プログラム開始当日以降は、
いかなる理由があってもご返金はいたしません。
【安全対策・健康管理】
YMCAでは安全でかつ効果のあるキャンプ・講習会の指導を行うために、指導
者は、所定のトレーニングを受講した者が指導をします。
また、安全対策本部を
設け、緊急事態にも対応できる体制を取り、安全対策に万全を期しています。
保
護者の方はお子様の健康状態を観察し把握してください。体調が悪いときは、
無理に参加しないようにしてください。
【以下の方はご相談ください】
①心臓に疾患のある方 ②脳貧血を起こしやすい方 ③耳に病気又は異常
のある方 ④目に伝染性の病気のある方 ⑤てんかんを過去に起こされた方
⑥伝染性の皮膚疾患のある方 ⑦医師より運動を禁止、制限をされている方
【YMCA個人情報保護について】
YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。
個人情報の取り
扱いにつきましては、YMCAホームページをご確認ください。

YMCA 東とつかセンター

（YMCA東とつか学童クラブ）

申

●〒244-0805 横浜市戸塚区川上町88－１ 東横ビル５F
●受付時間：月～金 12：00～20：00

YMCA
東とつかセンター

東戸塚西口プラザ●
マクドナルド●

ファミリーマート●
モレラ東戸塚東急ストア●

西口

東戸塚駅

横浜YMCAでは健全な心身の発達のための健康づくりを支援していま
す。
さまざまな活動では、ボランティアの方々が共に支えてくださってい
ます。
多様な領域と子どもから高齢者まで幅広いボランティア層が活動
しているのもYMCA活動の特色です。
横浜YMCAでは、
クラス運営のお手
伝いや行事運営のサポート、
キャンプなどのボランティアを募集していま
す。
関心のある方はお近くのYMCAへお問い合わせください。

横浜駅／大船駅

参加費（税込）

レベル別グループに分かれ、5日間グループ練習を実施していきます。
■3日目には中間チェックを行い、
お子様の習得状況を確認します。
■最終日の5日目にはワッペンテスト
（評価テスト）
を行います。認定証とYMCAワッペンをお渡しします。

期間

16:30～17:30

ボランティアで活動を
支援してくださる方を募集しています。

集合解散場所

おすすめ水泳・体操講習会情報

※欠席分の振替は、
ファミリースイミングへのご利用を実施しております。

小学生書道
対象

1泊2日、英語のアクティビティ盛りだくさんのキャンプです。
はじめてのお友だちも、英語クラスのお友だちも楽しく遊びましょう。

東とつか学童までYMCAのスクールバスが来ますので直接通うことができます！
（バス利用料300円）

ゲームや歌などのアクティビティで、子どもたちが楽しく英語を学べることを大切にしています。小学生クラスは外国
人講師と日本人講師によるティームティーチングになります。
対象

■夏のおでかけA 「三浦YMCAグローバル・エコヴィレッジでシーカヤックをしよう！」
日程:7月25日（木） 時間:9:00～17:00
■夏のおでかけB 「平塚総合公園であそぼう！」
日程:8月2日（金） 時間:9:00～16:00
■夏のおでかけC 「市民防災センターに行こう！」
日程:8月6日（火） 時間:9:00～15:00
■夏のおでかけD 「ソレイユの丘であそぼう！」
日程:8月23日（金） 時間:9:00～17:00

小学生 英語キャンプ

小学生ロボット教室

クラス

お

＜お申し込み方法＞ 期間 6月10日（月）～6月21日（金）
＜抽選結果＞ 7月上旬に発表します。
※日程・行き先は都合により変更する場合があります。 ※費用は別途ご案内します。

毎月1体のロボットを製作する教室です。楽しく作るだけではなく、電気・動力・歯車・テコ・摩擦など、物理分野の学習
にも結びつきます。
オリジナルロボットも作ります。
（平日にもクラスの設定がございます。）
対象

通年クラスも募集中です

東口

