日本YMCAで研究されたクロール泳法を基本とした
効果的な指導法をもとに練習を進めます。

場所/京都YMCA室内温水プール

受 付 開 始

短期集中4日間コース
初中級レベルのお子様を対象とし、4日間で一定の
水泳技術の習得を目指します。4日間、同じ指導者
が7～10名の少人数グループにて指導を行います。
お子様ひとりひとりの性格、泳力をとらえ指導にあた
りますので、短期間ですが、充実した内容となること
でしょう。期間中にワッペンテストを行い、上達の成
果を確かめます。
期間 ： 3/25(水)～3/28(土) ＊連続4日間
時 間
対 象
定員
幼児新年中～新小6年生
A 14:25～15:40
60名

じっくりしっかり6日間コース
25m以上泳げるお子様を対象に、6日間じっくりと
水泳指導を行います。復習、反復練習が水泳技
術の基礎を充実させます。また、難しくなる中上級
レベルの水泳技術の習得も時間をかけてしっかり
と練習します。期間中にワッペンテストを行い、上
達の成果を確かめます。
期間 ： 3/25(水)～3/30(月) ＊連続6日間
時 間

対 象
定員
幼児新年中～新小6年生
YMCAワッペン
B 16：00～17:15
60名
とびうおキングまで

YMCAワッペンさんまキングまで

参加費 ： 6,800円(税込7,344円)
※さんまキング…クロール・背泳ぎ各50m、平泳ぎ8m

お試しスクール体験コース

C

17:15～18:30

幼児新年中～新中3年生
YMCAワッペン
ふぐキング以上

60名

参加費 ： 10,000円(税込10,800円)
※YMCAワッペンが「かじきまぐろキング」以上の方は、
5,6日目にタイム計測を実施します。そのため5,6日目は19:00までの
講習時間となります。
※とびうおキング…クロール・背泳ぎ各100m、平泳ぎ25m、
バタフライ8m
※ふぐキング…クロール・背泳ぎ各25m

YMCAスイミングスクールが初めてのお子様を対
象にした体験コースです。
水が苦手な方、お母さんと離れることが不安な方
にとってお薦めです。水泳技術の向上はもちろん
のこと、楽しかった！また来たい！と感じてもらえ
るよう指導を進めます。最終日には習得した水泳
技術をもとにYMCAワッペンを発行します。
期 間

時 間

定員

体験
A 3/25（水）～3/27（金） 13：05～14：05 30名
体験
B 3/28（土）～3/30（月） 13：05～14：05 30名
※体験A、体験B共に連続3日間

対 象 ： 幼児新年中から新小学6年生までのYMCA
スイミング初参加者でかつ、25mが泳げない方
参加費 ： 4,200円(税込4,536円)

場所/京都YMCA地階 マナホール

鉄棒・とび箱が好きになる教室
鉄棒・とび箱・マット運動が『初めて』『ちょっと苦手
な』お友達でも大丈夫！リーダーやお友達と一緒に
楽しくチャレンジします！
運動の基礎となる能力を高める運動も行います！
少人数グループ（5～8名）で段階別指導を行います。
期間：3/25(水)～3/29（日）＊連続5日間
A
B
C

時 間
9:00～10:15
13:30～14:45
15:00～16:15

対 象
新小学1～新4年生
幼児新年中～新年長
小学新2～新6年生

参加費 ： 10,000円(税込10,800円)
定員 ： 15名（最少開催人数5名）
※定員は募集状況により変更することがございます。

幼児わくわく体育教室
マットや遊具を使った運動遊びで幼児期に必要な運
動の基礎となるリズム感などを養います。
期間 ： 3/25(水)～3/29（日）＊連続5日間
時 間
11:00～12:00

対 象
幼児新年中～新年長

参加費：6,000円(税込6,480円)
定員 ： 15名（最少開催人数5名）
※定員は募集状況により変更することがございます。

苦手なコ集まれ！水遊びコース
水泳指導を受ける前の、プールという環境に慣れる
ためのコースです。
楽しい雰囲気の中、様々な遊びを通してプールで
活動します。水が苦手なお子様のみならず、お母さ
んと離れたことがないお子様、集団活動が苦手な
お子様にとっても安心してご参加いただけるコース
です。
期 間
3/29(日)～3/30(月)

時 間
定員
14:30～15:30 20名

対象 ： 幼児新年少～新小学1年生までの
水に不慣れなお子様
参加費 ： 3,000円
(税込3,240円)

集中スイミング 鉄棒・とび箱が好きになる教室
幼児わくわく体育教室

☎075-255-4709
木 10
YMCA
YMCA会員・会友
会員・会友 1月29
29日
日○
10：
：00
00～
～
水 10
一般の方
2月4日 ○
10：
：00
00～
～

※受付開始日は電話にて、翌日からは電話または6階
窓口にて受付をいたします。
受付時間10：00～19：00（日・祝除く）

－お電話でお申込み－ 以下の事をお伝えください。
①参加プログラム ②お名前 ③学年 ④性別 ⑤電話番号
⑥所属

－手続き方法－ 以下のいずれかの方法でお手続きください。
●お電話でのお申込みの日から一週間以内に6階窓口へお越し
ください。
●申込書・アンケートをお渡ししますのでご記入ください。
●費用をお納めください。
クレジットカードは、DC・マスター・VISA・NICOSをご利用
いただけます。お支払方法は一括払いのみとなります。
※ＹＭＣＡ会員・会友以外の方はシーズン会友費1,500円を
お納めください。2つ以上のプログラムにご参加の場合は
重ねて納入いただく必要はございません。
●参加要項をお渡しいたします。

参加取消 ・ キャンセル規定
取 消の場 合
・お申し込み後、参加をキャンセルされた場合は下記の費用を取り消し料として頂
戴します。
イ）プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目（日帰りプログラム
においては十日目）に当たる日以降に解除する場合
(ロからホまでに掲げる場合を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の20％
ロ）プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解
除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の30％
ハ）プログラム開始日の前日に解除する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の40％
ニ）プログラム開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)・・・・参加費の50％
ホ）プログラム開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・・・・・・・・参加費の100％
変 更の場 合
・お申し込み後、参加プログラムを変更される場合も上記のキャンセル規定に則ります。

お申込み・お問い合わせ
スイミング、体育教室

公益財団法人 京都ＹＭＣＡ
京都市中京区三条通柳馬場東入中之町2番地

☎075-255-4709
●ホームページでもご案内しております●
http://kyotoymca.or.jp

ただいま
受付中！
行先/志賀高原高天ヶ原マンモススキー場（長野県）
宿泊/志賀パークホテル
交通/すべて貸切バスを利用します。
※参加費には、リフト代、レンタルスキー代は含まれておりません。

リトルキッズスキー春（小学1～2年生）
小学生スキー春（小学3～6年生）
定員：各60名（最少催行人数各25名）

日程 ： 3/25（水）朝～3/29（日）朝
参加費 ： 64,000円（税込69,120円）
（うち申込金14,000円）
食事 ： 朝3・昼4・夜4

中高生スキー春（中高生）
定員：30名（最少催行人数15名）

チャレンジスキー春（小学4～高校3年生）
定員：25名（最少催行人数10名）
※チャレンジスキーは、ＹＭＣＡワッペン5以上または
パラレルターンができる方のみ

日程 ： 3/24（火）夜～3/30（月）朝
参加費 ： 74,000円（税込79,920円）
（うち申込金16,000円）
食事 ： 朝5・夜5
※昼食費は含まれておりません。

行先：箱館山スキー場（滋賀県）

1 泊2 日

日帰り

雪ん子スキー
宿泊/箱館山民宿「孫平」など

幼児（年中～年長）
A日程
B日程
C日程
D日程

1/31（土）昼～2/1（日）夕
2/7（土）昼～2/8（日）夕
2/14（土）昼～2/15（日）夕
2/21（土）昼～2/22（日）夕

定員：各30名
※最少催行人数
15名

受 付 開 始 （電話にてお申込みください）
ＹＭＣＡ会員・会友 1/28（水）10：00～
一般の方
1/30（金）10：00～

定員：各45名
※最少催行人数
15名

☎075-231-4388

チャレンジアップ・デイキャンプ

「春休みに多くの体験をさせてあげたい」そんなお子様のための
日帰りキャンプ。自然や施設などでのさまざまな活動を通して、
集合解散：京都ＹＭＣＡウエルネスセンター お友達と仲良くすること、仲間と協力することを学びます。

デイキャンプ

たんぽぽ（幼児／年少～年長）
日程 ： 3/25（水）～3/28（土）
定員 ： 30名（最少催行人数12名）
参加費 ： 27,500円（税込29,700円）
食事 ： 昼4

＜プログラム予定＞※内容は変更することがあります。
自分で準備し、長距離ハイキングにチャレンジをします!!
生活リズムを自分で作りにくいお子様や、春やすみ中に何かに
チャレンジしたいと思っているお子様のためのデイキャンプです。
日程 ： 3/27（金）～3/30（月）※2日間の日帰りと1泊2日
集合・解散 ： 京都ＹＭＣＡウエルネスセンター
対象 ： 発達・学び方・コミュニケーションに特性のある
小学1～6年生
定員 ： 8名
指導者 ： 金山好美（特別支援教育士）
サポートプログラムボランティアリーダー
参加費 ： 30,000円（税込32,400円）
食事 ： 朝1、昼4、夜1

＜プログラム予定＞※内容は変更する場合があります。
○買い物にチャレンジしよう
○おやつ交換をしよう
○キャンプ場でお泊り（3/28～3/29）をしよう
宿泊：奈良市青少年野外活動センター
交通：公共交通機関を利用します
○食事作りや、長距離ハイキング（約10㎞）にチャレンジ
しよう

○たくさんの海の生き物に会いに行こう！水族館見学
行先/海遊館、交通/貸切バス

○石窯で焼いてみよう！手作りピザ
行先/京都ＹＭＣＡﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ、交通/貸切バス

○春を探しに行こう！里山探検
行先/春日山公園、交通/公共交通機関

○きれいなお花を見に行こう！植物園ハイキング
行先/京都府立植物園、交通/公共交通機関

1/31（土）
2/14（土）
2/21（土）

2/1（日）
2/15（日）
2/22（日）

幼児・小学生共通
定員：各35名
※最少催行人数20名

－お電話でお申込み－ 以下の事をお伝えください。

※交通はすべて貸切バスを利用します。
※参加費にはリフト代、レンタルスキー代は含まれておりません。

く遊びたい」というお子様のための・・・

A日程
C日程
D日程

※交通はすべて貸切バスを利用します。
※参加費には、期間中のレンタルスキー代が含まれています。

泊数 ： 1泊 滑走日数：1.1日
参加費 ： 22,000円（税込23,760円）
食事 ： 朝1、昼2、夜1

「コミュニケーションが苦手」「お友達と楽し

定員

参加費 ： 12,500円（税込13,500円） 食事：昼1

小学生（小学1～6年生）
1/31（土）朝～2/1(日)夕
2/14（土）朝～2/15（日）夕
2/21（土）朝～2/22（日）夕

幼児（年中～年長) , 小学生(小学1～4年生)
悪天候の場合

泊数 ： 1泊 滑走日数 ： 0.6日
参加費 ： 20,000円（税込21,600円）
食 事 ： 朝1、昼1、夜1

A日程
C日程
D日程

スノーキッズ

つくしんぼ（小学1～6年生）
日程 ： 3/25（水）～3/28（土）
定員 ： 32名（最少催行人数15名）
参加費 ： 27,500円（税込29,700円）
食事 ： 昼4

＜プログラム予定＞※内容は変更することがあります。
○楽しく学ぼう！お菓子の工場見学
行先/グリコピア神戸、交通/貸切バス

○石窯で焼いてみよう！手作りピザ
行先/京都ＹＭＣＡﾘﾄﾘｰﾄｾﾝﾀｰ、交通/貸切バス

○景色がキレイなゴールを目指して！春のハイキング
行先/銀閣寺道→比叡山ﾄﾚｲﾙｺｰｽ、交通/公共交通機関

○力を合わせて作ろう！森のひみつ基地
行先/双ヶ岡、交通/公共交通機関

①参加プログラム ②お名前 ③学年 ④性別 ⑤電話番号⑥所属
⑦手続き方法（来館・振込み）
⑧振込みの方は会員番号もしくはご住所
⑨レンタルスキー・ウエアの有無（スキーキャンプのみ）

－手続き方法－ 以下のいずれかの方法でお手続きください。
【ご来館】
電話でのお申込みの日から一週間以内に１階受付へお越しください。
※クレジットカードは、DC・マスター・VISA・NICOSをご利用いただけま
す。お支払方法は一括払いのみとなります。
【お振込み】
参加要項・申込書・参加者調査書・振込用紙をお送りします。書類到着
後一週間以内にお手続きください。
※ＹＭＣＡ会員・会友以外の方はシーズン会友費1,500円をお納めくださ
い。2つ以上のプログラム或いは今年度冬のプログラムにご参加の場合
は重ねて納入いただく必要はございません。

参加取消 ・ キャンセル規定
取消の場合
・お申し込み後、参加をキャンセルされた場合は下記の費用を取り消し料 として
頂戴します。
イ）プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって２０日目（日帰りプログラ
ムにおいては１０日目）に当たる日以降に解除する場合
(ロからホまでに掲げる場合を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の20％
ロ）プログラム開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降
に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く)・・・・・・・・・・参加費の30％
ハ）プログラム開始日の前日に解除する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費の40％
ニ）プログラム開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く)・・・参加費の50％
ホ）プログラム開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・・・・・・・参加費の100％
変更の場合
・お申し込み後、参加プログラムを変更される場合も上記のキャンセル規定に則ります。

旅行企画・実施
スキーキャンプ、デイキャンプ、スプリングキャンプ

小豆島少年少女キャンプ
小学２年生～高校３年生
海に囲まれた無人島で、仲間とキャンプを楽しみます！
日程 ： 3/28（土）～4/1（水）4泊5日
宿泊 ： 神戸ＹＭＣＡ余島キャンプ場
交通 ： 公共交通機関
定員 ： 8名
参加費 ： 51,500円（税込55,620円）

公益財団法人 京都ＹＭＣＡ
〒604-8083 京都市中京区三条通柳馬場東入中之町2番地
（京都府知事登録旅行業第2-620号）
一般社団法人全国旅行業協会正会員
●担当者の説明に不明な点は、旅行業務取扱管理者にご質問ください。
旅行業務取扱管理者 ： 久保田 展史
●旅行条件は別紙をご覧ください。

☎075-231-4388（日祝休館）
●ホームページでもご案内しております●
http://kyotoymca.or.jp

