
但し、わいわいキャンプ、小学生アドベンチャーキャン
プ、サバイバルキャンプ、中高生キャンプの場合、集合時
間前にご連絡があれば、前日キャンセル扱いとします。

チャレンジ・成功体験・自己発見
楽しいキャンプ生活
チャレンジ・成功体験・自己発見
楽しいキャンプ生活

よくあるご質問
男の子も参加できますか？
誰でも性別に関係なく参加することが
できます。また、宗教や国籍などにも関
係なく、YWCA会員でなくても参加で
きます。中高生スーパーチャレンジ・
ガールズキャンプのみ、女子限定です。

5才～高校3年生 男女

サマーキャンプサマーキャンプ
Camp Nojiri 2019Camp Nojiri 2019

長野県 野尻湖畔長野県 野尻湖畔

申込からキャンプ参加の流れ

キャンプ名・参加者氏名・性別・学年（年齢）・住所・電話番号をお伝えください。
＊お電話でのお申込みにて正式契約となります。キャンセルの際はキャンセル規定
が適用されますのでご注意ください。

電話申込

お問い合わせ・お申し込み

FAX : 03-3293-5570　E-mail : petau@tokyo.ywca.or.jp
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11
JR御茶ノ水駅より徒歩5分、地下鉄神保町・小川町より徒歩8分
http://www.tokyo.ywca.or.jp/child/camp/

受付時間：10:00～ 18:00（土日・祝日を除く）

主催 公益財団法人

青少年育成事業部　教育キャンプ課

自然体験プログラム（東京近郊）、スキーキャンプ（長野県）も実施しています。詳しくは公式サイトをご覧ください。

申し込み受付開始　5月21日（火）午前10時～
☎ 03-3293-5466

☎ 03-3293-5466

手続き書類（個人調査票・参加同意書など）を郵送します。

手続き書類到着

●手続き書類到着後、参加費をお振込ください。
●個人調査票と参加同意書をご返送ください。

お子様方は、一緒に参加するお友達やリーダーと顔合わせをして遊びます。
保護者の方へは、担当者からプログラム・生活・持ち物等について説明させていた
だきます（欠席の場合は、別の日時に保護者の方へ説明します）。
＊お子様の健康状態や生活習慣など、ご心配なことがあれば伺います。

集合場所：東京YWCA会館（御茶ノ水）　集合時間：朝7時半

お友達やリーダーと久々の再会です。お子様はみんなで一緒に遊び、保護者の方へ
は写真を見ながらキャンプの様子をご報告いたします。

個人調査票の提出・参加費の支払い

7月6日（土）準備会に参加

キャンプ当日

兄弟姉妹割引をご用意しています
わいわい・小学生アドベンチャー・サバイバル・中高生キャン
プに兄弟姉妹でご参加の場合、割引があります。

福島の子どもたちの参加をサポートします
原発事故以来、外で遊ぶことが難しい地域のお子様方の参加費
と交通費を一部補助しています。また、サポートへのご寄付も
受け付けています。

特別な配慮が必要なお子さんもご相談ください
生活や健康面で特別な配慮が必要なお子様の場合は、事前にご
相談ください。

9月7日（土）思い出会に参加

キャンセル規定
お電話でのお申し込み以降キャンセルされる場合には
キャンセル料が発生します。

◎申し込み後～キャンプ開始10日前まで　申込金を除く参加費全額を返金します。
◎キャンプ9日前～前日まで　申込金を除く参加費の半額を返金します。
◎キャンプ当日　全額返金できません。

キャンプ説明会開催

東京YWCA野尻キャンプ場

お子様を初めてキャンプに送り出そうとお考えの方を対象にキャンプ
説明会を行います。生活や健康面の心配など皆様の疑問にお答えします。

会場

わいわいキャンプ

東京事務所

サバイバルキャンプ 中高生スーパーチャレンジ・ガールズキャンプ

小学生アドベンチャーキャンプ
要予約

東京YWCA会館（JR御茶ノ水駅）
5月15日（水）17:00～17:30
5月18日（土）14:00～15:00
5月21日（火）19:00～20:00

会場 板橋センター（都営三田線志村三丁目駅）

5月16日（木）10:30～11:30

会場 国領センター（京王線国領駅）

5月17日（金）17:30～18:00

会場 武蔵野センター（JR吉祥寺駅）
5月24日（金）18:30～19:00

所在地
長野県野尻湖畔
〒389-1312 長野県上水内郡信濃町富濃
TEL：026-255-2414（キャンプ期間のみ）
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中央線　特急

3時間

アクセス
東京から約2時間半
北陸新幹線「長野駅」下車、しなの鉄道に乗り換え
「黒姫駅」下車。タクシーで約10分。

野尻湖

観光船乗場
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YWCAキャンプ



定員

子どもも大人も皆でキャンプ

ファミリーキャンプ

ファミリーならどのような組み合わせでも参加できます。
水遊び、クラフト、野外料理、キャンプファイアーなどのプ
ログラムを体調や気分に合わせて、家族で楽しむことがで
きます。一緒に生活することで、子どもだけでなく大人や
家族間の交流が生まれます。

8月23日（金）～25日（日）　2泊3日
大人27,000円、小学生17,280円、幼児12,960円
（税込・うち申込金3,000円／人）
キャンプ場集合解散　　　　　 30名

対象

日程

料金

アクセス

5才～小学生とその保護者

うちの子どもたちは2人とも年長さんから一人でキャンプに参加し、最
初は「荷物整理できるかな。」「さみしくならないかな。」など心配でした
が、「ただいまー！」と元気に帰ってくる姿に逞しさを感じています。その
陰にはリーダーや友達の支えがあってのことだと感謝しています。歌が
大好きな2人はキャンプから帰ってくるといつもキャンプソングの大合
唱！キャンプがどんどん好きになっているようです。（小谷さんご家族）

アーチェリー

キャンプクラフト キャンプファイアー

キャンプでは子どもの発達と関心に合わせたプログラムが展開されま
す。自然の中で心と身体を解放して様々なことに挑戦することで、子ども
たちは諦めない気持ちや達成感を身につけ、自己肯定感が高まります。

多彩なプログラム
キャンプは生活が基本。学年縦割り6～8名で生活し、食器洗いやお掃除
もみんなでやります。様々な場面で助け合い相手を思って過ごし、コミュ
ニティを築き上げる中から強い絆が生まれます。

小グループでの生活

元気に過ごせるように調理専門スタッフが
活動量と栄養を考えて献立をたて3食作り
ます。新鮮なお野菜を味わい、グループで会
話を楽しみながら食卓を囲みます。食物ア
レルギーがある場合はご相談ください。

テントでなく森の中に点在する常設キャビ
ンで、大人のリーダーと一緒に生活します。
洗面・トイレ・シャワーは別棟です。常に仲
間と協力して工夫するようになります。小
さな子やファミリーキャンプはトイレ・お
風呂併設の「ゆかりハウス」で生活します。

食事と健康

キャビンでの生活

東京YWCAのキャンプは、大自然の中でトレーニングをうけたリーダー
や専門スタッフと共にグループで協力する生活です。それにより親元を
離れた非日常のキャンプ生活を安全に楽しむことができます。

オーガナイズドキャンプ

参加したご家族の声

自然たんけん 水泳・水遊び ボート・カヌー

野外料理 平和を考えるひととき

自然の豊かさに触れる毎日

8月4日（日）～7日（水）　3泊4日
61,560円（税込・うち申込金5,000円）
往復貸切バス（御茶ノ水⇔キャンプ場）

35名

わいわいキャンプ

自然の中で動植物や昆虫と触れ合うことで、自然への驚き
や関心が生まれます。親元を離れた3泊4日、湖での水遊び、
アーチェリー、野外料理など初めての体験が心に刻まれて
成長の糧となり、同年代のお友達との共同生活で少し自立
した姿となるでしょう。

対象

日程

料金

定員 定員 定員 定員

アクセス

自分を拓く1週間

中高生スーパーチャレンジ・
ガールズキャンプ

キャンパーとリーダーが一緒にプログラムを作りあげる
女子だけの8日間。毎日挑戦を続けることで自分の可能性
を拓いていきます。元気に泳いだり漕いだり、お喋りした
り、自然散策したり、平和を考えたり、何でも女子だけで体
験するキャンプです。

5才（年長）～小2　男女

8月8日（木）～15日（木）　7泊8日
72,360円（税込・うち申込金5,000円）
長野駅集合解散

30名

対象

日程

料金

アクセス

中1～高3　女子
人とのつながりがうまれる生活

小学生アドベンチャー
キャンプ

リーダーと一緒にキャビンで生活します。朝日と鳥の声で
目をさまし、夜は暗闇の中ランプの灯りで過ごします。水
泳・ボート・自然観察・クラフト・アーチェリー等自分で
プログラムを選びます。友達と助け合い色々なことに挑戦
して自信をつける5日間です。

8月4日（日）～8日（木）　4泊5日
72,360円（税込・うち申込金5,000円）
往復貸切バス（御茶ノ水⇔キャンプ場）

40名

対象

日程

料金

アクセス

小3～小6　男女
自分を守り、誰かを支える

サバイバルキャンプ

命を守る・自然から学ぶ・人とつながる―水泳やアーチェ
リーなどのプログラムの他、キャンプ生活を通して、自然
の中で仲間と協力して生きる力を身に付けるキャンプで
す。いざという時に行動するために、防災減災の知識や災
害時にも役立つスキルを学びます。

8月15日（木）～18日（日）　3泊4日
41,040円（税込・うち申込金5,000円）
長野駅集合解散

25名

対象

日程

料金

アクセス

中1～高3　男女

YWCAのキャンプは、参加する子ども一人ひとりを尊重し、
大切に育む、教育的視点をもったキャンプです。

キャンプ生活をとおして子どもたちの自主性、協調性、創造性が育ちます。

YWCA（Young Women’s Christian Association）
は、キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を
超えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環
境が守られる平和な世界を実現する国際NGOです。1855
年英国で始まり、今では日本を含む120あまりの国と地域
で、約2500万人の女性たちが活動しています。

YWCAとは？
東京YWCA外国人総幹事であったエマ・カフマン女史
（カナダ）により広大なキャンプ場が長野県野尻湖畔に開
かれたのは、1932年のことです。自由で民主的なキャン
プが当時から行われてきました。ひとりひとりに与えら
れている可能性を引き出し育むことを目的に、教育キャ
ンプを行っています。

東京YWCA野尻キャンプとは？

リーダーそれぞれが役割をもってキャンプをつくります

プログラムディレクター
キャンプ全体のプログラムを考えます。

グループカウンセラー
子どもたちと一緒にキャビンで寝泊まりをして生
活を共にします。主に大学生や20代の若手リー
ダーが担当し、子どもたちの相談相手となります。

プログラムリーダー
水泳・アーチェリー・カヌー・ボート・自然・クラ
フトなど専門性をもったリーダーが担当し、子ども
たちが活動に親しめるようにします。

保健
子どもたちの体調やお薬の管理、怪
我や病気などに対応します。

チャプレン
毎朝グリーンチャペルで礼拝を担当
し、子どもたちの関係を見守ります。

キッチンスタッフ
子どもたちの活動量と健康状態を考
えながら美味しい食事を作ります。      

日一のプンャキ

朝の礼拝・旗あげ・体操 お掃除など 選択プログラム グループタイム

礼拝の後、旗あげをして体操します。
身体が目覚めたら美味しい朝食！

食器洗い、メインホール・トイレ・
シャワー室の掃除をみんなでします

水泳・アーチェリー・ボートなど、
興味関心に合わせて自由に選びます

キャビンで過ごし、劇を作ったり
夜のプログラムの準備をします

カヌーキャンプ

ゆかりハウス　夏のフリープラン

野尻っこデイキャンプ

個人、ファミリー、グループで、期間中お好
きな日程とプランで滞在できます。オプ
ションで水泳やアーチェリーなどができ
ます。ゆかりハウスは風呂トイレ付、バリ
アフリーの建物なので、赤ちゃんからシニ
アまで快適に過ごせます。詳細別紙参照。

基本から教えてもらえるので初心者でも大丈夫です。カナディ
アンカヌーやカヤックを体験します。静かな湖面でカヌーを漕
ぐと爽やかな気分になります。詳細別紙参照。

18才以上　男女
7月20日（土）～ 22日（月）
27,000円（税込）
キャンプ場集合解散

15名（最低催行人数7名）

対象

日程

料金

定員

アクセス

対象

定員

アクセス

長野県信濃町在住の小学生　男女

キャンプ場集合解散

60名

キャンプ場の地元、信濃町在住の小学生男
女を対象にしたキャンプ。信濃町が誇る野
尻湖の自然を満喫するプログラムです。野尻湖で思いっきり泳
いで、アーチェリーを体験したり、植物や昆虫観察をしたり、
丸々 1日思いっきり遊びます。詳細別紙参照。


