
仙台ＹＭＣＡ

2021 年度　冬季プログラム ＹＭＣＡにご入会いただくと
冬季プログラムにご参加いただけます。
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スキーが初めて
または止まれない。

スキー経験はあるが曲がれない。
ハの字で止まることができる。

スキー板を「ハ」の字で保ち
左右に曲がることができる。

スキー板をそろえたまま
曲がることが出来る。

キャンプ
大自然の中で多くの友だちと交流しながら、
挑戦する心や集団生活の中でお互いを大切にする
心を育みます。

スキーレッスン
レベルごとにグループに分かれ行います。
1 グループ 6 名～ 8 名を基本としています。

仙台ＹＭＣＡ
冬季会員募集

11/15( 月 )10:00 ～
会員先行 WEB 受付開始

11/19( 金 )10:00 ～
新規会員 WEB & 電話受付開始

お申込み・お問合せ

https://www.sendaiymca.jp 仙台ＹＭＣＡ

立町会館AED設置施設
キャンププログラムにご参加の際は巡回バスをご利用いただけます。
泉中央→加茂→川平→吉成→仙台ＹＭＣＡ立町会館巡回バス１２月１１日㊏

キャンププログラム申込
者対象の説明会です。ご
参加いただけない場合は
資料を送付いたします。

キャンプ申込者説明会

学校法人 仙台ＹＭＣＡ学園 〒980-0822　仙台市青葉区立町９－７（西公園前）　℡022-222-7533

ＹＭＣＡでは、期間中にワッペンテストを行い、
お子さまの成長を 10 段階の「山のワッペン」で表
し、ご家庭にお知らせします。

スキーワッペン

１泊２日 １/５㊌～１/６㊍

宿舎：三五郎小屋
対象：年長児～中学３年生
定員：２０名
最少催行人数：１０名
ディレクター：鈴木陽子
費用：２９,７００円
レンタルスキー：４,５００円（希望者のみ）

巡回バス

エンジョイスキーキャンプ
山形蔵王

初めてスキーをするお友だちがたくさん参加する
キャンプです。スキーブーツの履き方からリーダー
たちが優しく教えてくれます。初めて出会ったお
友だちとも仲良くなろう！
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ダイナミックスキーキャンプ
３泊４日 １２/２６㊐

　　～１２/２９㊌

宿舎：ANA ホリデイ・インリゾート安比高原ヒルズ
対象：小学２年生～高校３年生
定員：４０名
最少催行人数：１０名
ディレクター：荒木啓二
費用：７１,５００円
レンタルスキー：７,０００円（希望者のみ）
※別途リフト代６,８００円を出発当日の朝にお預かりします。
※リフト経験者で自分で止まることができる方に限ります。

巡回バス

小学生から高校生までがキャンプ生活の中で互いに
認め合い、尊敬し合い連帯感を作りあげます。安比
高原には２１のスキーコースがあり、毎日様々なコー
スを滑ります。今年はいくつのコースを滑れるかな？

中級
者

初級
者

初心
者安比高原

２泊３日 １２/２７㊊
　　～１２/２９㊌

宿舎：ANA ホリデイ・インリゾート安比高原りんどう２
対象：小学１年生～中学３年生
定員：４０名
最少催行人数：１０名
ディレクター：黒田　敦
費用：５２,８００円
レンタルスキー：６,０００円（希望者のみ）
※別途リフト代５,１００円を出発当日の朝にお預かりします。

巡回バス

ジュニアスキーキャンプ

笑顔のつまった３日間で、４回のスキーレッスンを予
定しています。生活もゲーム大会もグループの仲間と
協力します。スキーやお泊りが初めてでも安心してく
ださい。仲間やリーダーと楽しく過ごせますよ。

ワッペンテストなし

２泊３日 １/８㊏
　～１/１０㊊㊗

宿舎：ANA ホリデイ・インリゾート安比高原ヒルズ
対象：小学１年生～中学３年生
定員：３５名
最少催行人数：１０名
ディレクター：堀越祥浩
費用：５２,８００円
レンタルスキー：６,０００円（希望者のみ）
※別途リフト代５,１００円を出発当日の朝にお預かりします。

巡回バス

ニューイヤースキーキャンプ
安比高原 中級

者
初級

者
上級

者
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冬休み明けのスキーキャンプは安比高原へ。雪質
は最高！ふわっふわのパウダースノーをぜひ体感
してください。仲間たちとスキーを楽しめる２泊
３日になりますよ。

雪遊びキャンプ
山形蔵王

１泊２日 １２/２４㊎～１２/２５㊏

宿舎：三五郎小屋
対象：年少児～小学２年生
定員：２０名
最少催行人数：１０名
ディレクター：鈴木陽子
費用：２３,１００円

初めてのお泊りでも大丈夫。集合から解散まで、
ずっとリーダーが一緒です。食事、着替え、就寝、
生活の全てをお任せください！！そり遊びや雪遊
び、お部屋でも思いっきりお友だちやリーダーと
楽しみます。

チャレンジスキーキャンプ
山形蔵王 中級

者
初級

者
初心

者

１泊２日 １２/２５㊏
　　～１２/２６㊐

宿舎：三五郎小屋
対象：年長児～中学３年生
定員：２０名
最少催行人数：１０名
ディレクター：堀越祥浩
費用：２９,７００円
レンタルスキー：４,５００円（希望者のみ）

巡回バス

初めてのスキーキャンプにおすすめ。宿舎の目の
前がゲレンデなのでスキーを楽しめること間違い
なし。今年はスキーキャンプにチャレンジしてみ
ませんか。

ワッペンテストなし
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プログラム申込み締め切りについて
各プログラム、定員になり次第締め切ります。集中水泳について
は、WEB受付が締め切りになっていても、泳力によってはお入りい
ただける場合がございますので、お電話でお問い合わせください。

プログラム申込み・キャンセルについて
お申込みは、ＷＥＢ（QRコード参照）・電話・ＹＭＣＡの窓口のいず
れかで承ります。宿泊を伴うプログラムのお申込みは出発日の３日
前、それ以外のプログラムにつきましては、プログラム開始日前日
の１７時まで承ります。（日曜・祝日を除く）山形蔵王エンジョイスキ
ーキャンプのみ、お申し込みは１２月２８日（火）１７時までとなりま
す。（１２月２９日（水）～１月３日（月）は年末年始の為休館）
なお、プログラム費用支払いの有無に関わらず、プログラム開始２０
日前からキャンセル料が発生致します。ご理解いただいた上でお申
込みいただきますようお願い致します。お申込みいただいたプログ
ラムをキャンセルする場合、お支払いいただいたプログラム費用に
つきましては、キャンセル規定に従って返金致します。但し、お支払
いいただきました入会金につきましては、返金致しかねます。

入会金について
ＹＭＣＡプログラムに初めて参加する方、または、最後に参加したプ
ログラムより１年以上経過している方は、入会金（季節会費2,200円
）が必要です。兄弟や同居のご家族が、ＹＭＣＡジュニアクラブ・ＹＭ
ＣＡウエルネスクラブの通年プログラムにご参加いただいている場
合は、入会金は免除になります。詳細はお問い合わせください。
レギュラークラス入会特典
チラシに掲載されている冬季プログラムに参加された方が1年以内
にＹＭＣＡウエルネスクラブ、ＹＭＣＡジュニアクラブレギュラー（通
年）クラスにお申し込みされた場合、レギュラークラス入会金5,500
円が免除されます。
費用のお支払いについて
入会金およびプログラム費用のお支払いは、以下①または②の方
法でお願い致します。

①銀行振込
プログラムお申込後、１週間以内に振込みをお願い致します。ご兄
弟でお申込みの場合、合計金額を振込みください。なお、振込み手
数料は、お振込み者負担となります。ご了承ください。振込み先は
当チラシ内ＭＡＰの下を参照してください。振込用紙はございませ
んので、銀行ＡＴＭ等をご利用ください。

②ゆうちょ銀行口座振替（自動引き落とし）
ゆうちょ銀行口座振替（振替手数料無料）がご利用いただけます。
ＹＭＣＡジュニアクラブにゆうちょ銀行自動振込利用申込の手続き
がお済みでない方は、お申し出ください。
＜口座振替日＞
　１１月末までにお申込みの方・・・１２月１０日（金）
　１２月末までにお申込みの方・・・・ １月１１日（火）
　１月以降にお申込みの方・・・・・・・ ２月１０日（木）

 

 クラス変更について  
集中水泳（幼児フェスティバルを含む）にお申込み後、日程や時間
の変更希望される場合は、水泳レベル、定員、対象等を考慮した上
で移動が可能なクラスで対応させていただきます。クラス変更は、
プログラム開始日前日の１７時まで承ります。
お申込み後のプログラム変更
お申込みいただいたプログラムの変更は致しかねます。他のプ
ログラムに参加を希望の場合は、申込んだプログラムをキャン
セル規定に従って一旦キャンセルしていただき、改めて希望プログ
ラムにお申込みください。なお、お申込みいただいたプログラムを
他人（兄弟を含む）へ譲ることはお断り致します。
プログラムの中止について
各プログラム最少催行人数に達しない場合、及び新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に伴い、やむを得ずプログラムを中止すること
があります。その場合は納入いただいた費用を全額返金させて頂
きます。
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市バス／仙台駅より 8 分 
立町小学校前下車 広瀬通二高県立美術館経由交通公園行⑯ 

広瀬通西道路経由茂庭台⑩ 

市民会館前下車 高等裁判所・西公園経由交通局中央循環⑩  

地下鉄 
南北線「広瀬通駅」または「勾当台公園駅」より徒歩　１５分
東西線「大町西公園駅」より徒歩　５分

振込先 振込用紙の依頼人には必ず参加者本人氏名をご記入ください。 

銀行振込はこちら 

七十七銀行 一番町支店（普）5715687 
《名義》ＹＭＣＡジュニアクラブ 

ゆうちょ銀行 
《記号》18180《番号》10181861 
《名義》学校法人仙台ＹＭＣＡ学園 

仙台銀行　国分町支店（普）4477601 
《名義》ＹＭＣＡこどもセンター 

ポップクラブはこちら 

冬 季プロ グラ
ムのお申し込
みはこちら
e-ymca申込
サイト→

12/17㊎まで
水泳 野外

油絵
体操

英会話 ピアノ

サッカー
要事前

予約

※野外活動は有料です。詳細はお問い合わせください。
※油絵は有料です。画材費込み、3回９,９００円でご体
　験頂けます。見学は無料です。
※対象年齢、場所、時間、持ち物など、詳細については
　お問い合わせください。

冬季プログラムに参加を検討している方、
初めてプログラムに参加する方を対象に、
随時無料体験※を実施しております。

2021年度　冬季プログラム

冬季集中水泳ＹＭＣＡでは泳力別のグループ編成です。
指導者が一人ひとりの泳力に合わせた無理のない指導をします。
水泳を通して、心と身体の成長を育みます。

費用　９,３５０円
運行協力費
（1人） 5日間990 円

1日単位
330円

スクールバスはスイミングクラスにあわせて運行して
おりますが、ＹＭＣＡのプログラムに参加する方やお付
き添いの方などどなたでもご利用いただけます。スク
ールバスの利用につきましては、事前申し込みが必要
です。また、利用者が幼児の場合、保護者の同伴が必
要となります。バスの停車場や停車時間など、詳細に
つきましては、お問い合わせください。

幼児の方でスクールバスご利用の際は、

保護者の方の同乗をお願いします。
（年中以上の幼児は小学２年生以上の兄弟によ
る同伴でも可）

実力の目安
ＹＭＣＡでは、期間中にワッペンテストを行い、お子さまの成長を１１段階の「魚のワッペン」で表し、ご家庭にお知らせします。

①　川内・八幡・柏木方面
②　加茂・桜ケ丘・北山・木町方面
③　貝ヶ森・中山・国見ケ丘方面
④　上杉・宮町・通町・木町方面
⑥　五橋・大手町・霊屋下・片平方面
⑩　宮町・上杉・堤通雨宮町・木町方面
⑪　旭ヶ丘・台原・梅田・上杉方面
⑫　西中田・長町方面
⑬　南大野田・富沢方面
⑭　西中田・富沢・南大野田方面
⑳　錦ケ丘・愛子・栗生・落合・折立方面

運行地域

きっずクッキング 親子クッキング

キッズ英会話

油絵教室

お書初め

今年１年間の締めくくりと、新しい年のお祝いをＹＭＣＡポップクラブのメンバー達
と過ごしてみませんか♪工作におでかけ運動遊びなどたくさんやった事のない体験を
してみよう☆色々な学校のお友だち、そしてリーダー達が待っているよ！！
日　　程　１期　２０２１年１２月２４日㊎～２８日㊋　４日間（日曜を除く）
　　　　　２期　２０２２年　１月　４日㊋～　７日㊎　４日間
　　　　　※この日程以外で参加ご希望の場合は、お問い合わせください。
対　　象　小学１年生～６年生
　　　　　※幼児の方はご相談ください。
定　　員　各日１０名
参加時間　７：３０～１９：３０
場　　所　ＹＭＣＡ教室及び仙台市近郊
費　　用　１期：２７,５００円　２期：２６,０００円
　　　　　全期：５０,０００円（期毎の参加よりも３,５００円お得です）
　　　　　単日利用　平日：６,５００円　土：８,０００円

※初めて参加される場合は、事前の親子面談が必要となりますの
で、お電話でご予約ください。（面談後に正式なお申し込み確定と
なります）。面談後に費用お支払い、資料提出をお願い致します。
月極のポップクラブへご登録頂いている方は、こちらのお申し込
みは不要です。

2021 年度　冬休みポップクラブ 長期休業期間メンバー募集

まあるい形としかくい形。ぽこぽこかわいいちぎ
りパン！スイートパンやミートボールをのっけた
り・・・？！

日　程　１２/１９㊐
時　間　１０：００～１２：３０
対　象　年少児～中学３年生と大人のご家族
　　　　　　（１家族３名様までご参加いただけます。）
定　員　１０組限定　最少催行人数５組
　　　　　　（３密を避けるため組数限定とし、ランチもございません。）

場　所　仙台 YMCA 立町会館　製菓実習室
講　師　菊地 幸子（仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校講師）

費　用　６,０００円

～おいし！楽し！うれし！ちぎりパン～～まるごとりんごパイ～

甘～いリンゴのコンポートを優しく包んだパイ。
自然のおいしさいただきましょう。

日　程　１２/１２㊐
時　間　１０：００～１２：００ 
対　象　年長児～小学６年生　
定　員　１５名限定（３密を避けるため人数限定）
　　　　最少催行人数５名
場　所　仙台ＹＭＣＡ立町会館　製菓実習室
講　師　菊地 幸子（仙台ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校講師）

費　用　５,４００円

冬のひととき、こころ静かにゆっくり油絵を描い
てみよう！初めての体験はいかがですか。ＹＭＣＡ
4 階のアトリエでお待ちしています。

日　程　１２/２６㊐～２８㊋
時　間　１３：３０～１５：３０
対　象　小学 1 年生～大人
定　員　２０名
　　　　最少催行人数５名
場　所　仙台ＹＭＣＡ立町会館　
講　師　村田 洋子（ＹＭＣＡ油絵教室講師）
費　用　９,９００円

『お書初め』で一年の始まりを心新たに迎えましょ
う。白い紙、黒い墨。今年の目標や大好きなこと
ばを心静かに書いてみましょう。ご家族の方も久
しぶりに「お習字」の楽しさにふれてみませんか。
硬筆も毛筆も受け付けます。

日　程　１/５㊌
時　間　１０：００～１２：００
対　象　小学 1 年生～大人
定　員　２０名
　　　　最少催行人数５名
場　所　仙台ＹＭＣＡ立町会館　
講　師　西條 玉静（日展作家）
費　用　３,６００円

英語にチャレンジ！ソングやアクティビティを通
して英語の楽しさを感じてみましょう。そして、
フィリピンのクリスマスの伝統的な「パロル」と
いう飾りを英語で作ってみましょう！ネイティブ
の先生が優しく教えてくれます。
日　程　１２/２４㊎

定　員　各１０名　最少催行人数各５名
場　所　仙台ＹＭＣＡ立町会館
講　師　アビゲイル　イシドロ（ＹＭＣＡスタッフ）

費　用　３,６００円

Ａクラス Ｂクラス
年長児～小学１年生 小学２年生～小学４年生

１０：３０～１２：００ １３：３０～１５：００

WS-1    8:50 10:30 ①④⑥
WS-2 10:20 12:00 ②③⑪
WS-3

幼児フェスティバル

WS-4 15:50 17:30 ⑫⑬⑳
WS-5    8:50 10:30 ①④⑳
WS-6 10:20 12:00 ⑥⑩⑭
WS-7 14:20 16:00 ③④⑪
WS-8 15:50 17:30 ①②⑥

1/5㊌
～

1/9㊐

日程

２
期

ＹＭＣＡ
出発時間

バスコース

１
期

12/24㊎
～

12/28㊋
14:20 16:00 ①⑥⑩

クラス
ＹＭＣＡ
到着時間

日程 クラス 時間 対象 レベル/ワッペン 定員 バス
WS-1   9:00~10:20 ①④⑥
WS-2 10:30~11:50 ②③⑪
WS-3 14:30~15:50 ３歳６ヶ月～中学３年生 初級者～中級者/クラゲ～サンマ 　４０名
幼児ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 14:40~15:30 ２歳～年長 初心者/カニ～タコ 　２５名
WS-4 16:00~17:20 ３歳６ヶ月～中学３年生 初心者～上級者/カニ～クジラ 　６０名 ⑫⑬⑳
WS-5   9:00~10:20 ①④⑳
WS-6 10:30~11:50 ⑥⑩⑭
WS-7 14:30~15:50 ③④⑪
WS-8 16:00~17:20 ①②⑥

●すべてのクラスでワッペンテストを実施いたします。
●幼児フェスティバルは練習の中で出来たことをテスト結果に反映します。
●最少催行人数は各クラス１０名となります。

各６０名

１
期

２
期

12/24㊎
～

12/28㊋

1/5㊌
～

1/9㊐
３歳６ヶ月～中学３年生 初心者～上級者/カニ～クジラ

３歳６ヶ月～中学３年生 初心者～上級者/カニ～クジラ 各６０名

①⑥⑩


