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JR草津駅・近江八幡駅・彦根駅の�ヶ所で集合・解散

だから、YMCAのスキーが好き!!
リーダーがともに生活 リーダートレーニング

【お申し込み・ご予約受付】

＊Web受付をされる会員ご本人以外の方は、事前に「新規会員登録」が必要です。

■ＹＭＣＡ会員 Web予約 ��月��日（月）～
■一　　　  般 Web予約 ��月��日（水）～

■ＹＭＣＡ会員 電話予約 ��月��日（月）～
■一　　　  般 電話予約 ��月��日（水）～

Web予約
携帯サイト
QRコード

http://e-ymca.appspot.com/shiga/

スキー スケート 冬キャンプ

こ の 冬 の 思 い 出 を つ く ろ う ！こ の 冬 の 思 い 出 を つ く ろ う ！

＊

YMCAの認定を受けた大学生のボランティアリーダーが子ども達と
ともに��時間生活を共にします。食事もお風呂も寝る時も一緒です。
子ども達同志の関係づくりや、個性を引き出すよう補助をします。

子ども達の指導を担当するリーダーはYMCAの行う指導者研修・安全
研修を終了しスキーの実技研修を修了したものだけがスキーリー
ダーとして認定されます。

安全で楽しいスキー
YMCAが築き上げた「子ども達のための楽しく安全なスキーカリキュラム」
に基づき、丁寧に指導をしてゆきます。
指導はYMCAの認定リーダーの中でも指導法を習得しスキー指導
認定を持ったリーダーが主に指導を行います。

小集団でのグループ形成 ワッペンテストを行います
YMCAではグループワークの手法で�～�人のグループを作り（幼児の
場合は�～�人）リーダーの援助を受けながら皆が互いに心を開いて
友達になり、共に生活を行ってゆきます。
きっとキャンプでかけがえのない友人を作ることができるでしょう。

志賀高原の�つのキャンプでは最後にスキーがどこまで上達したかを
見極めるために、ワッペンテストを行います。これはYMCAの子ども達
のためのスキーカリキュラムに基づく基準で、子ども達がキャンプで
どこまで上手になったか、この後どんな技術に挑戦したら良いかを
明らかにするものです。

大切なハード面
バス会社には子どもに配慮した運転のできる喫煙習慣のない運転手
であること、法定速度を守ること、法令に基づいた安全対策と勤務状
況であることを確認して契約しています。
また宿舎もYMCAという団体を理解して安全管理のできている施設と
十分な協力関係を作っています。



志賀高原スキーキャンプ
ウインター

より高いスキー技術の習得を目指すキャンパーのためのプロ
グラムです。中級～上級斜面のコースを中心にレッスンを展開し、仲間と励まし、
認め合いながら、上達を目指します。ステップアップの指標となる、ワッペンテスト
は少しドキドキ。気づけばスキーに魂が燃えている、そんなキャンプです！

志賀高原スキー場はウインタースポーツのメッカです。国立公園であり日本最大級の豊かな自然と美しい雪の世界は子ども達の
心を必ずや魅了します。青い空に輝く雪の頂や雪を張り付けた樹氷、時にはダイヤモンドダストの輝きに出会うこともあります。
キャンプを展開するのは高天原と一の瀬のゲレンデです。降雪機も整っていて、雪が少ない時も万全の環境が用意されます。ま
た今年度から宿泊するホテルもグレードアップしました。
今年度より京都YMCAと滋賀YMCAの協力でキャンプを行います。同年代のたくさんの仲間たちと出会い、ともに励ましあいな
がらスキーを楽しむことができます。志賀高原のパウダースノーがみんなを待っています！志賀高原スキーでは最終日に、どこま
で技術アップができたかをワッペンテストとして行います。

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
��月��日（火）夜～��日（月）朝

場　所

志賀パークホテル宿　泊

貸切バス・JR交　通

小学４年生～高校３年生対　象

上級者（緩斜面でのパラレルターンができる人以上）レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数�名）定　員

中高生だけのグループで生活、レッスンの時間を過ごし、その中で生まれる
仲間同士の関わりを大切にします。それぞれの個性を大切にしながら、仲間と
協力する事、集団生活を快適にしていくこと、より豊かな人間関係の構築を
学びます。このキャンプでかけがえのない友人を作ることができるでしょう。

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
��月��日（火）夜～��日（月）朝

場　所

志賀パークホテル宿　泊

貸切バス・JR交　通

中学１年生～高校３年生対　象

初心者～中級者レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数�名）定　員

滑走
日数 �.� 日 宿

泊 �泊
+車中�泊

滑走
日数 �.� 日 宿

泊 �泊
+車中�泊

食
事

朝 ×５
昼 ×１
夕 ×５

食
事

朝 ×５
昼 ×１
夕 ×５

YMCAの作り上げた子ども達のための安全で楽しいスキーカリキュラムに基づ
き、それぞれのレベルに合わせて小グループに分かれてレッスンを行いスキーを
楽しみます。スケールの大きな冬の自然と出会い、子ども達同志で励ましあい、
協力しながら生活する経験は子ども達を大きく成長させてくれるでしょう。

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
��月��日（木）朝～��日（日）夜

場　所

貸切バス交　通

志賀パークホテル宿　泊

小学３年生～小学６年生対　象

初心者～中級者レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

安全で楽しい子ども達のためのスキーカリキュラムに基づきスキーを楽しみま
す。優しいリーダーが��時間一緒に生活をして子ども達をサポートします。�・�
年生に合わせた時間と活動を行いますので初めての参加でも安心です。見たこ
ともないような一面の雪の世界での生活は子ども達を魅了します。

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
��月��日（木）朝～��日（日）夜

場　所

志賀パークホテル宿　泊

貸切バス交　通

小学１年生～小学２年生対　象

初心者～中級者レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

滑走
日数 �日

宿
泊 �泊

滑走
日数 �日

宿
泊 �泊

食
事

朝 ×３
昼 ×４
夕 ×４

食
事

朝 ×３
昼 ×４
夕 ×４

初めてでも
安心！

チャレンジスキーキャンプ冬チャレンジスキーキャンプ冬

中高生スキーキャンプ冬中高生スキーキャンプ冬

小学生スキーキャンプ冬小学生スキーキャンプ冬

リトルキッズスキーキャンプ冬リトルキッズスキーキャンプ冬

エキスパートよ

来たれ！

スキー

上級者向け

初めてでも
安心！

※上記4つのキャンプは京都YMCAと滋賀YMCA共催でキャンプを実施します。



今庄���
スキー

日帰りスキー
プログラム

今庄３６５スキー場は彦根から約2時間とアクセスも良く、近隣スキー場の中では特に初心者～中級者に
やさしいスキー場です。近年、雪不足によるスキー場のクローズもたびたびありますが、人工降雪機を完
備した今庄３６５スキー場は心配ご無用です。主にレッスンで滑走する、センターゲレンデは広 と々し緩
斜面が広がっているため、繰り返し滑ってもその都度違った風景や自然を見つけることができます。

宿泊キャンプの日程が合わない忙しい子ども達…。
日帰りスキープログラムなら参加できるのでは？1日
では物足りない子ども達はABの2日間、もしくは宿泊
スキーキャンプに合わせて是非ご参加ください！

“ステップ” スキーキャンプ“ステップ” スキーキャンプ
スキーが初めての子ども達から経験者までそれぞれのレベルに合わせたレッスンを楽しむこと
ができます。安定したスキーを習得できるように広くてなだらかなコースを利用します。�人ひ
とりの「できた」の気持ちを大切に、スキーを通して仲間づくりの大切さも学びます。

滑走
日数 �日

宿
泊

食
事

朝 ×１
昼 ×２
夕 ×１�泊

福井県 今庄���スキー場
�月��日（土）朝～��日（日）夕

場　所

敦賀市立 少年自然の家宿　泊

小学３年生～小学６年生対　象

初心者～初級者レベル

��,���円（税別）（レンタル含む）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

“ジャンプ”スキーキャンプ“ジャンプ”スキーキャンプ
今庄３６５スキー場の様々なコースをどんどん滑ることができる唯一のキャンプです。
�人で安定して滑ることができるようになった子ども達は是非、このキャンプに参加してください。
次の目標やステップが見つかり、どんどん滑りたい気持ちが湧き上がってきますよ！

福井県 今庄���スキー場
�月��日（土）朝～��日（日）夕

場　所

敦賀市立 少年自然の家宿　泊

小学４年生～高校３年生対　象

中級者～上級者（プルークボーゲンで安定して滑ることができる）レベル

小学生��,���円（税別）（レンタル代含む）
中高生��,���円（税別）（レンタル代含む）

参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

滑走
日数 �日

宿
泊

食
事

朝 ×１
昼 ×２
夕 ×１�泊

“ホップ” スキーキャンプ“ホップ” スキーキャンプ
低学年の子ども達がスキーをゆったり楽しめるように体力に応じたレッスン、プログラム
展開を行います。宿泊のスキーキャンプの中ではもっともゆっくり、じっくり生活していき
ます。スキーデビューの子ども達もたくさん集まりますよ。

滑走
日数 �日

宿
泊

食
事

朝 ×１
昼 ×２
夕 ×１�泊

福井県 今庄���スキー場
�月��日（土）朝～��日（日）夕

場　所

敦賀市立 少年自然の家宿　泊

小学１年生～小学２年生対　象

初心者～初級者レベル

��,���円（税別）（レンタル代含む）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

日帰りスキーオコジョ日帰りスキーオコジョ
スキーってどんな遊びかな。今年もスキーに行きたいな。そんな
幼児の子ども達が集まり、日帰りでスキーを楽しみましょう！
このキャンプはリフトを使わずスキーを楽しみます。

滑走
日数 �日

福井県 今庄���スキー場
日帰りスキーオコジョA：�月��日（土）／日帰りスキーオコジョB：�月��日（土）

場　所

幼児年長対　象

初心者～初級者レベル
各��,���円（税別）参加費

各��名（最少催行人数�名）定　員

日帰りスキートナカイ日帰りスキートナカイ
小学生の子ども達が参加できる日帰りのスキープログラムです。
このプログラムでスキーを好きになり、次は宿泊スキーキャンプ
へとステップアップしていきましょう！

滑走
日数 �日

福井県 今庄���スキー場
日帰りスキートナカイA：�月��日（土）／日帰りスキートナカイB：�月��日（土）

場　所

小学１年生～小学６年生対　象

初心者～初級者レベル
各��,���円（税別）参加費

各��名（最少催行人数��名）定　員

貸切バス交　通

貸切バス交　通

貸切バス交　通

貸切バス・JR交　通 貸切バス・JR交　通

食
事

朝 ×０
昼 ×１
夕 ×０

食
事

朝 ×０
昼 ×１
夕 ×０

（レンタル代含む） （レンタル代含む）



ついついお家にこもりっぱなしになる…そんな冬にこそYMCAで
「したい！」「やりたい！」をたくさん見つけましょう！美しい雪景色、
森の動物たち、そしてたくさんのお友だちとリーダーがみなさん
を待っています！

近年人気のスポーツ、スケート。ジャンプや回転までは
できなくっても、かっこよく気持ちよく滑ってみたい。
そんな子ども達の思いにこたえるプログラムです。冬を終
えて春にはもう一つステップアップすることもできます。

雪遊びデイキャンプ雪遊びデイキャンプ
幼児のお友だちだけで日帰りの雪遊びに出発します。雪の上をどうした
ら上手に歩けるかな？雪遊びってどんな遊び？子ども達の興味・関心・
感性を大切にしながら、日帰りでじっくり雪の魅力に迫ります。

福井県 今庄���スキー場
�月��日（土）

場　所

マイクロバス・JR交　通

幼児年中～幼児年長対　象

�,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

スノーマジックキャンプスノーマジックキャンプ
�泊�日で雪の魅力に迫るキャンプです。ソリ遊び、力を合わせてのカマ
クラ作り、不思議なアイスクリーム作りなど雪山での様々なプログラムを
行います。キャンプでは工夫をして生活や遊びを楽しむことを大切にして
います。さあ、今年はどんな雪遊びができるかな。とても楽しみです！

宿
泊

食
事

朝 ×１
昼 ×２
夕 ×１�泊雪遊び

福井県 今庄���スキー場
�月��日（土）朝～��日（日）夕

場　所

貸切バス交　通

敦賀市立 少年自然の家宿　泊

小学１年生～小学６年生対　象

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

雪遊び 食
事

ご提供
な　し

スケートペンギンスケートペンギン スケート

滋賀県立アイスアリーナ
��月��日（土）・��日（日）

場　所

幼児年中～幼児年長対　象

��,���円（税別）参加費

�名（最少催行人数�名）定　員

食
事

ご提供
な　し スケートシロクマ  スケートシロクマ  スケート 食

事
ご提供
な　し

滋賀県立アイスアリーナ
��月��日（土）・��日（日）

場　所

小学１年生～小学６年生対　象

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

スケートペンギンスケートペンギン スケート

滋賀県立アイスアリーナ
�月��日（月）・��日（火）

場　所

幼児年中～幼児年長対　象

��,���円（税別）参加費

�名（最少催行人数�名）定　員

食
事

ご提供
な　し スケートシロクマ  スケートシロクマ  

WinterWinterWinter WinterWinterWinter

SpringSpringSpring SpringSpringSpring
スケート 食

事
ご提供
な　し

滋賀県立アイスアリーナ
�月��日（月）・��日（火）

場　所

小学１年生～小学６年生対　象

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）

（レンタル代含む） （レンタル代含む）

（レンタル代含む） （レンタル代含む）
定　員

スケートを楽しもう
Winter・Spring

やりたい！がいっぱい！
冬のプログラム

マイクロバス・JR交　通 マイクロバス・JR交　通

マイクロバス・JR交　通 マイクロバス・JR交　通

県立アイスアリーナ指導員スケート指導

県立アイスアリーナ指導員スケート指導

県立アイスアリーナ指導員スケート指導

県立アイスアリーナ指導員スケート指導

冬のスケートを終えると春にはまた一つステップアップ！
クロススケーティングやバックにも挑戦！レベルに合わせたグループ
編成で楽しくレッスンします。さあ、華麗に氷を滑ってみよう！

氷の上を気持ちよく滑り、好きな場所に移
動したりストップなどの技術にも挑戦！
�日間を通して、ぐんぐんスケート技術が
アップします。�日目にはチャレンジテスト
に挑戦して�日間の成果を実感します。

つるつる滑る氷の上を気持ち
よく滑ってみましょう。まずは
靴を履いて歩く練習から。そ
していよいよ氷上へ！�日間を
氷の上で楽しんだら、最後は
どこまでできたかチャレンジ
テスト！さあ、楽しくスケート
しましょう！

�Days!

�Days!

�Days!

�Days!



スプリング
志 賀 高 原

暖かい春になると、心が冒険を求めだしますね。さ
あ、キャンプに出発です！みんなの興味がどんどん引
き出されるようなプログラムが盛りだくさんです。み
んなはどのプログラムに飛び込みますか！？

やりたい！がいっぱい！
春のプログラム

野外活動クラブプログラム

スプリングデイキャンプスプリングデイキャンプ
温かい春の陽気のもといろいろな場所に出かけよう！ いきものや花を
探しにハイキングへ出かけたり、鉄道や動物がいる施設へ行くことで
興味や楽しみが大きく広がります。さあ、春のデイキャンプへ出発だ！

�月��日（月） 京都鉄道博物館
�月��日（火） 琵琶湖博物館
�月  �  日（水） 三上山
�月  �  日（木） 京都水族館
�月  �  日（金） 京都市動物園

日程・プログラム

年長～小学�年生対　象

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数�名）定　員

海を楽しもうキャンプ海を楽しもうキャンプ
若狭の海の生き物たちも春の暖かさで動きが活発になります。天候に
応じて、釣りや、ビーチコーミング（海岸で宝物さがし）、海浜センターで
の生き物ふれあいなど楽しみます！毎年恒例のキャンプですが、行くた
びに新しい発見があります。今回は、どんな出会いがあるでしょうか！？

宿
泊

食
事

朝 ×１
昼 ×１
夕 ×１�泊魚 釣 り

ビーチコーミング

�月�日（木）～�日（金）

国立若狭少年自然の家宿　泊

マイクロバス・JR交　通

新小学１年生～新中学３年生対　象

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

�月��日（日）

桐生若人の広場場　所

マイクロバス・路線バス・JR交　通

幼児年少～小学６年生対　象

�,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

食
事

ご提供
な　し

春の暖かい気候の中でシーズン最後のスキーを楽しみま
す！ウインタープログラムで習得した滑りを春の志賀高原で
さらに磨いていきましょう！
スキー仲間やリーダーとの再会も楽しみですね！

チャレンジスキーキャンプ春チャレンジスキーキャンプ春
冬のチャレンジスキーで燃え上がったスキーへの熱い気持ちを
春にも思いっきりぶつけましょう！シーズン最後で最高のステップ
アップの機会です。もっともっとチャレンジしたい、そんなスキー
ヤーよ、集まれ！

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
�月��日（火）夜～��日（月）朝

場　所

志賀パークホテル宿　泊

小学４年生～高校３年生対　象

上級者（緩斜面でのパラレル
ターンができる人以上）

レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数�名）定　員

滑走
日数 �.� 日 宿

泊 �泊
+車中�泊

食
事

朝 ×５
昼 ×１
夕 ×５中高生スキーキャンプ春中高生スキーキャンプ春

受験がひと段落した３年生のみなさん、お疲れ様でした。
さあ、やっと楽しいスキーの時間かな！？同年代の仲間との絆は、
キャンプの回数ごとにどんどん深まっていきます。最高の仲間と
楽しいスキーを春の志賀高原で！

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
�月��日（火）夜～��日（月）朝

場　所

志賀パークホテル宿　泊

中学１年生～高校３年生対　象

初心者～中級者レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数�名）定　員

滑走
日数 �.� 日 宿

泊 �泊
+車中�泊

食
事

朝 ×５
昼 ×１
夕 ×５

小学生スキーキャンプ春小学生スキーキャンプ春
冬のスキーキャンプでスキーの楽しさを知ったみなさん、春に来
ないなんてことはありませんよね！？冬には見ることができな
かった自然もたくさん発見することができます。さあ、みんなで
エンジョイスキー！

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
�月��日（水）朝～��日（土）夜

場　所

志賀パークホテル宿　泊

小学３年生～小学６年生対　象

初心者～中級者レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

ぽかぽかおひさまの下でゆったり滑る春スキーは最高に気持ちが
いいよ！シュンシュン滑って、気分もルンルン！楽しくスキーを
しているうちにどんどん上手に滑ることができるようになりま
すよ！

長野県 志賀高原一の瀬スキー場
�月��日（水）朝～��日（土）夜

場　所

志賀パークホテル宿　泊

貸切バス・JR交　通貸切バス・JR交　通

貸切バス交　通 貸切バス交　通

小学１年生～小学２年生対　象

初心者～中級者レベル

��,���円（税別）参加費

��名（最少催行人数��名）定　員

滑走
日数 �日

宿
泊 �泊 リトルキッズスキーキャンプ春リトルキッズスキーキャンプ春 滑走

日数 �日
宿
泊 �泊食

事
朝 ×３
昼 ×４
夕 ×４

食
事

朝 ×３
昼 ×４
夕 ×４

はじめての野外活動クラブ体験会はじめての野外活動クラブ体験会
年間を通して活動する「野外活動クラブ」へご入会を検討されて
いる方を対象としたプログラムです。滋賀YMCAでは100名を超
えるメンバーが野外活動クラブで楽しく活動しています。野外活
動クラブに興味のある方は、是非体験会にお越しください。

野外活動クラブ冬の特別例会野外活動クラブ冬の特別例会
野外活動クラブ会員限定のプログラム
です。今回の特別例会では御在所岳
（1,212m）で樹氷・氷瀑など冬の自然
の魅力に迫ります。詳しくは対象の方に
ご案内させていただきます。

野外遊び
入　　門

日 帰 り
プログラム�Days!



ここに記載のない事項は当法人旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。これは当法人が企
画運営する旅行（宿泊のキャンプ）に関する規定です。
■旅行代金に含まれるもの
　①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（普通席）
　②旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料、食事の代金及び税・サービス料
　③旅行期間中の傷害保険代
　④添乗サービス代金
　⑤団体行動中の心付け
　＊上記旅行サービスをお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしま
せん。

■旅行代金に含まれないもの
　前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
　①自由行動中の見学料、食事料、交通費等
　②クリーニング料、電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
　③傷害、疾病に関する医療費
　④ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
　⑤ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
■お申し込み条件
　①未成年のお申し込みの場合保護者の同意書が必要です。
　②身体の障がいのある方、集団行動に差しさわりのある方、健康を害している方はその旨をお申出く
ださい。

　　団体行動に支障をきたすと当法人が判断する場合は、お申込みをお断りさせていただく場合があり
ます。

■お申込み方法と契約の成立・旅行代金のお支払い
　①電話やインターネットなどでご予約の上ご来館にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と参加費
のお支払いが必要です。当法人が契約の締結を承諾し、参加費を受理した時に契約は成立します。

　②電話やインターネットなどでご予約をいただき、お振込みでの支払いを希望される場合、当法人が
予約を承諾した日の翌日から起算して7日以内に申込書の提出と参加費のお支払いが必要です。振
込での支払いを希望される場合は費用案内の到着後7日以内にお振込みと申込用紙の提出が必要で
す(手数料はお客様のご負担といたします)。期間内に費用のお支払いがなされなかった場合、当法
人はご予約はなかったものとして取扱います。契約は、当法人の承諾と参加費の受理をもって成立
するものとします。

■最終日程表
　確定した運送・宿泊機関名等が記載された最終日程表（確定書面）は「参加要項」に替えますが、交
通など変更が生じた場合は旅行開始日の前日までに改めて交付します。なお、期日前であってもお問
合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
■旅行契約内容・旅行代金の変更
　①当法人は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の
運行状計画によらない運送サービスの提供その他の当法人の関与し得ない事由が生じた場合、契約
内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することもあります。

　②著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金
の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日
から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します。減額する場合は運賃・料金の減
少額だけ旅行代金を減額します。

　　なお、払戻すベき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日翌日から起算して30日以内
に払戻しいたします。

■お客様の交替
　①お客様は当法人の承諾を得て1,100円（税別）の手数料をお支払いいただくことにより契約上の地
位を第三者に譲渡することができます。（会費は交替できません）

　②旅行契約上の地位の譲渡は当法人の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の
地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとしま
す。なお、当社は交替をお断りする場合があります。

■取消料（お客様による旅行契約の解除）
　①お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。但し、解除のご連
絡は当法人又はお申込み支店の営業時間内にのみお受けいたします。

　②当法人の責任とならないローン取扱い上の事由に基づきお取消しになる場合も下記取消料をお支払
いいただきます。

　③お客様のご都合でお申込みの旅行の旅行開始日やコースの変更をされるときは、お客様から契約の
解除があったものとして、所定の取消料を申し受けます。

　④次の場合は取消料はいただきません。
　⒜契約内容に下記「旅程保証」の変更保証金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更が
あったとき。

　⒝著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって旅行代金が増額されたとき。
　⒞天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生
じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。

　⒟当法人が最終日程表(参加要項)を旅行開始日の前日までに交付しなかったとき。

　⒠当法人の責任に帰するベき事由により当初の日程どおりの旅行の実施が不可能になったとき。
　解除期日と取消料
　イ）旅行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あたっては10日目）
にあたる日以降に解除する場合（ロ～ホに掲げる場合を除く）…旅行代金の20%

　ロ）旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合（ハ～ホに掲
げる場合を除く）…旅行代金の30%

　ハ）旅行開始日の前日に解除する場合…旅行代金の40%
　ニ）旅行開始当日に解除する場合（ホに掲げる場合をのぞく）…旅行代金の50%
　ホ）旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…旅行代金の100%
　＊払戻し期日
　旅行開始前の解除…解除の翌日から起算して7日以内
　旅行開始後の解除…契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内
■当法人による旅行契約の解除
　次の場合、当法人は契約を解除する場合があります。お客様の旅行代金の不払い、申込み条件の不適
合、病気、団体行動への支障、当法人の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能なとき
等。

■最少催行人員
　各旅行に最少催行人数を設定しています。これに満たない場合、旅行を中止することがあります。そ
の場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を
通知いたします。

■旅程管理等
　当法人は安全で円滑な旅行の実施の確保に努めます。お客様は団体行動中、当法人係員の指示に従っ
ていただきます。

■当法人の責任
　当法人は、当法人又は手配代行者（旅行サービスの手配を当法人に代って行う者）が故意又は過失に
よりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。（お荷物の賠償限度額は、当法人に故
意又は重大な過失がある場合を除きお一人15万円）

■お客様の責任
　当法人はお客様の故意又は過失により当法人が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申受けま
す。

■特別補償
　当法人は、当法人の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）別紙の特
別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によ
り、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。

■旅程保証
　旅行日程に下表に掲げる変更（次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公
署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提
供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置）が行われた場合は、旅行代金に下表
に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サービスの提供の日時及び順序の変更は対
象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の50%を
限度とします。又、変更補償金の額が1,000円未満の場合はお支払いしません。当法人はお客様の同
意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供に替えることがあります。

■旅行条件基準日
　2019年10月5日現在の運賃・料金を基準としています。
■その他
　当法人はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
　このパンフレットは、旅行業法12条の4及び5による説明書面、契約書面の一部になります。
　滋賀YMCA主催の各宿泊キャンプ及び、デイキャンプで貸切バスを利用する日程は、参加者数によっ
て観光バスもしくは、自社送迎バスを利用します。

ウインタープログラムお申込方法
Web もしくはお電話でご予約ください。

Web予約受付
■YMCA会員
　��月��日（月）��：��～��月��日（金）��：��まで
■仮会員（一般）＊登録が必要です。

　��月��日（水）��：��～��月��日（金）��：��まで

電話予約受付

その他

◇参加者を対象にキャンプの内容や、持ち物についてご説明する参加者打ち合わせ会
　を行います。詳しくは正式手続きと一緒にご案内します。

Web予約についての注意

■ＹＭＣＡ会員 　　 ��月��日（月）��：��～

■ 一　　　般 　　��月��日（水）��：��～

キャンプ予約受付電話
０７４８-３３-２４２０

�

予約完了後、ＹＭＣＡより必要書類をお送りします。�

登録
無料

※�

※�

※� YMCA会員とは２０１９年度YMCA年会費を納め、滋賀YMCAより会員カードが発行
されている方となります。

＊Web予約受付期間終了後は、電話予約受付日よりお電話にてご予約いただけます。
＊お電話でのご予約は名前・学年・電話・住所・保護者氏名をお知らせください。

費用をお支払いいただいた時点で申し込みが成立致します。�

＊書類到着後�日以内に正式手続（費用納入・書類提出）をお済ませください。
＊銀行振込による手続を希望される場合は、書類を郵送し、費用の振込を行ってください。
＊予約を取り消される場合は、お早めにご連絡ください。

＊Ｗｅｂ予約はプログラムに参加されるご本人のみとなります。ご本人以外の名前でお申し込み
された場合や、対象年齢外のお申し込みも無効となりますのでご注意ください。

＊Web予約を希望される一般の方、または会員家族の方は、ＨＰ上の「新規会員登録」より仮会員
登録を行ってください。（登録無料）（以前に仮会員登録をしていただいた方は取得IDを継続して
ご利用いただけます。事前にご確認ください。）

＊会員を退会された方は、登録が必要となります。
＊Web受付についての詳細は滋賀ＹＭＣＡホームページをご覧ください。

＊YMCA会員以外の方は冬期YMCA臨時会費�,���円（宿泊プログラム・日帰りスキー）が必要
です。臨時会費有効期間は����年��月�日～����年�月��日です。ご家族�名分で結構です。

＊参加費には宿泊食事代、指導費、教材費、プログラム費、交通費、傷害保険料が含まれて
います。プログラムにより、レンタルスキー代・リフト代が別途必要になります。

＊参加費は別途消費税が必要となります。
＊海を楽しもうキャンプは１日目昼食のお弁当が必要になります。志賀高原 中高生・チャレン

ジスキーは、ゲレンデ昼食代が必要です。また、志賀高原 小学生・リトルキッズ最終日の夕食
は軽食となります。

＊レンタル代には、スキー板・ブーツ・ストックが含まれます。志賀高原のキャンプのみ希望すれ
ばウェア等のレンタルも可能です。

＊対象年齢・学年は����年�月のものです。
＊参加対象の幼児年中とは����年�月�日時点で�歳の幼児の方をいいます。
＊キャンプにおける集合解散場所は、ＪＲ草津駅西口、JR近江八幡駅北口、JR彦根駅西口の

３ケ所からお選びいただけます。
＊万一、キャンセルをされる場合は正式手続きのご案内に記載のキャンセル規定に従いご返金

します。この場合、臨時会費はお返しできませんので予めご了承ください。
＊個別指導の必要な方は事前にご相談ください。場合によりご参加いただけないことがあります。
＊雪不足や天候不良などにより行先を変更する場合があります。
＊インフルエンザ、また発熱や咳、のどの痛みなどの症状が出ている場合はプログラムへのご

参加をお控えいただきますようお願いします。
＊YMCAでは事故がおこらない様に万全の安全対策を整えていますが、万一の場合には応急

処置を行い、医療機関にお連れし保護者へご連絡させていただきます。
＊個人情報は当該事業の円滑な運営、今後のプログラムのご案内以外には使用いたしません。

ご旅行条件

＊会員家族含む

Web予約
携帯サイト
QRコード

http://e-ymca.appspot.com/shiga/

パンフレットに記載した
⑴旅行開始日又は旅行終了日の変更
⑵入場する観光地又は観光施設（レストランを含みます）
　その他の旅行の目的地の変更
⑶運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
　（変更後の合計金額が当初の合計額を下回った場合に限ります。）
⑷運送機関の種類又は会社名の変更
⑸旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
⑹宿泊機関の種類又は名称の変更
⑺宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
⑻前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更

●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
●個人情報保護について 滋賀YMCAでは、皆様から頂いた情報を別途規程にもとづき厳重に管理致します。
●ホ一ムぺ一ジでもご案内しております。https://www.shigaymca.org

旅行開始後
一件あたり率（%）変更補償金の支払い対象となる変更

旅行開始前

旅行企画・実施

（滋賀県知事登録旅行業第2-267号）一般社団法人全国旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者：久保田展史
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