ּת:.$"

䎃䏝僰㷌يؚٓٗف⸇罏꧊
 ؒٝ؎ّآؗأ٦ٍؗٝف

エントリー
クラス

㼎韋倜䎃⚥։倜㼭㹀㆞せ
<傈玎>
ꆃ
։
傈
屯傈
<⸇顤> ⰼ歍鴥ꆃ ⰼ婍ꆃ ⰼ
玗鴥
խ˟ⴽ鷿 ⰼָ➿زؿٔך䗳銲ׅתזהկ
խ˟ٖٝؗإٔة٦زحإ ⰼ
<㺊屯>㽵戭ػ٦ٕذمؙ

＜後

クラス

 ؗأ٦ٖز٦صٝ أؙؚٓ45$

㼎韋倜㼭։植넝㹀㆞せ
<傈玎>
ꆃ
։
剢
屯傈
<⸇顤> ⰼ歍鴥ꆃ ⰼ婍ꆃ ⰼ
玗鴥
խ˟ⴽ鷿 ⰼָ➿زؿٔך䗳銲ׅתזהկ
խ˟ٖٝؗإٔة٦زحإ ⰼ
<㺊屯>㽵戭ػ٦ٕذمؙ
ⴱ䗰罏ַ♳秷罏דתծ
חٕكٖךさؚגׇ
ٕ٦ف箟䧭׃ծ㼰➂侧ؚ
ٕ٦أحٖדفٝ遤ְׅתկ
ⴱؗأג٦⡤꿀➂ׅ
♳麦麩ְ׃ז

♳麦

<傈玎>
ꆃ
։
剢
屯傈
<⸇顤> ⰼ歍鴥ꆃ ⰼ婍ꆃ ⰼ
玗鴥
խ˟ⴽ鷿 ⰼָ➿زؿٔך䗳銲ׅתזהկ
խ˟ٖٝؗإٔة٦زحإ ⰼ
<㺊屯>㽵戭ػ٦ٕذمؙ
չֻׁ徽ְպ
չה
♳䩛ְֻזպأז
ؗ٦穗꿀罏㼎韋ت׃ה
؎ٍؗזؙحىشׅٝדفկ徽
饥儗ⴓ⼧然⥂׃ծٔ٦
ت٦⟗װⴖה煔楁熊ג׃
ؗأ٦嚂׃ծؙٙٝٓٝ
♳ך徽湡䭷ׅת׃կ

シュプールキャンプ、スキートレーニングクラスでは、最終日
にポール大会を開催いたします。 ポール大会では、タイム
トライアルによるスキー評価を行い、級を認定いたします。

 :.$"ؗأ٦ـؙٓ
:
"ؗأ٦ـؙٓ
㼎韋䎃㼰։넝ぐ㔐٥㹀㆞せ
չؗأה٦ָ♳䩛ְֻזպ
չֻׁה
徽ְպ
չ鸬ג遤וְֽ־֮ג儗
ָ⡲ְזպ׀ךוז銲劄ח䘔ִծ➙ء٦ؤ
ٝչؗأ٦ـؙٓպ㹋倵荜ׅת׃կךגⴱ倯ד
䗰ꂁ銲ׇתկ
ٔ٦ت٦ָ♨㻝ח䭷㼪ְׅת׃կ

エキスパート
クラス

㼎韋倜㼭։植넝㹀㆞せ

ه٦ٕ㣐⠓⪵

:.$" ؗأ٦䪮遭鐰⣣秷⟃♳ַ⳿⸇勻ׅתկ
:.$" ؗأ٦䪮遭鐰⣣ך秷ֶ䭯ְזד倯כ
խխխխխխխխխխխխխխխխ׀湱锑♴ְׁկ

<傈玎>ꆃ։
㕼屯傈 ⪵遤幥
խխΎ
ꆃ
։
㕼
屯傈
申込み受付中!!
խխΏ
ꆃ
։
㕼
屯傈
<⸇顤>ぐ㔐 ⰼ顡ⴖ➿أغծ㺊屯굸顤ծيؚٓٗف顤וזろ玗鴥
խխխ˟ⴽ鷿 ⰼָ➿زؿٔך䗳銲ׅתזהկ
խխխ˟ٖٝؗإٔة٦زحإ ⰼ
<㺊屯>㽵戭ػ٦ٕذمؙխ<剑㼰⪵遤➂侧>せ
<꧊さ>넝䃵堀
<鍑侔>넝䃵堀

ؗأ٦㜥כչظأ٦ػ٦ؙ㽵戭䨫⦋պ✮㹀կ琎ꨒ朐屣ג״חչ⚵屜넝⾱ؗأ٦㜥պח㢌刿ׅ
խ〳腉䚍ָׅ֮תկ
꧊さ٥鍑侔✮㹀Ӎ堀纇꼛源ꫬ㼰䎃⠓긫խӍ넝䃵넝䃵꼾匌〡
խխխխխխ
խխխխ
Ӎ屜歊㽵戭麇㿊〳腉կ׀湱锑♴ְׁկ

խխխխխխխխխխ

5&-

「➰儗剢։ꆃ  ։  㕼刑傈  ։ 
< ⯓遤8FC「➰ >

群馬県教育委員会
前橋市教育委員会
高崎市教育委員会

խؗأ٦ٍؗٝגׄכָف
ך倯ְׅװ׃⸇ח屯
傈ٍؗךׅٝדفկⴱأג
 ؗ٦    ֶׅծز
ٖ٦صٝٓن ֽ 「ؚٝ
؍ذ،ٔ٦ت٦ָ♨㻝ח䭷㼪
׃ծ♧筰ח徽ׅתկ欰崞儗
㼎韋חさגׇծןך
דيؚٓٗف㹋倵ׅת׃կ

 فُء٦ٕؗأ٦ٍؗٝ فスタンダード

< ֶ歍鴥> 
< ֶ㉏さ> ׇ

援＞

IUUQTFZNDBBQQTQPUDPNNBFCBTIJ

Ӫ⯓遤8FC「➰
会員:２/４(火)午前10時～
一般:２/６(木)午前10時～
Ӫꨵ鑧「➰
会員:２/５(水)午前10時～
一般:２/７(金)午前10時～
どなたでもご参加いただけます。

Ӎֶ歍鴥ַ䔲傈ךדת崧

①申し込み
先行Web受付：会員２/４
（火）
10:00 ～
一般２/６
（木）
10:00 ～

●ネットから予約できます。

Ӎ⸇顤鎘皾邌

※消費税込。
合計金額にはリフト代が含まれています。

（Ａ）

YES→

（Ｂ）

YES→

（Ｃ）

YES→

YMCA 会員
エンジョイキャンプ
ですか？
レンタルスキーは YES→ ￥68,330（幼児／小学生）
NO→
必要ですか？
NO→ ￥61,730-

https://e-ymca.appspot.com/maebashi/
＜受付時間＞
電 話 受 付 ：会員２/５
（水）
10:00 ～
月～金 10:00 ～ 19:00
一般２/７
（金）
10:00 ～
土曜日 10:00 ～ 12:00
TEL.027-234-2299

●ＹＭＣＡ会館窓口でのお申し込みも可能です。

②ご入金／申込書･保険証コピーご提出
申込み後７日以内にご入金・ご提出下さい。
●銀行振込にて、
参加費もしくは申込金を納めてください。
●残金がある場合は、
キャンプ開始日の 14 日前までに納入してください。
●銀行振込の際、
キャンプ名を明記の上、
必ず参加者のお名前で
お振込みください。
（振込先：右記記載の銀行口座まで）
●現在ＹＭＣＡ会員以外の方は、
季節会費が掛かります。

③打合せ会（リーダー､参加者同士の顔合わせの会）
日時：３/14
（土）10:30 ～ 12:00
会場：群馬県青少年会館 前橋市荒牧町２－１２ （駐車場あり）
●お子様と保護者の方ご一緒に参加してください。
キャンプのしおりや参加
要項の配布の他、
内容詳細、
持ち物について、
担当ディレクターによる説明
を行います。
ご欠席の場合は、
後日資料を送付させていただきます。
※[Ｄ] スキークラブは打合せ会を行いません。
プログラム実施日の２週間前
頃に参加要項を郵送いたします。

④最終確認～プログラム当日
●数日前に、
担当リーダーにより最終確認のお電話をいたします。
当日は、
所定の場所・時間に集合してください。

＊参加費サポートのご案内＊
ּתכדծ穗幥涸㔭瓙װ劤➂《䋆ֻ橆㞮ג״חוזծ崞⹛פ
ָ⸇ךꨇְ׃涺ׁ㼎韋⸇ח顤Ⰻך겘ծ♧ךכֻ׃鿇酡⸔ׅ
ؿ؋ٝس鏣甧ׅתְג׃կ
ⵃ׀欽׀䋞劄ך倯ֶכ孡鯪תּחפ
ֶ㉏ְさְׇֻׁկ
䬐䔲募♳

Ӎ׀岣䠐

※必ずご一読ください。

Ӫגחيؚٓٗف暴ⴽז㼎䘔׀ך銲劄ָ֮׃תծ歍鴥儗׀ח湱锑ְֻׁկ
Ӫ✲
⨳ך䏿盖椚׀חⴓ⼧כחꂁ䣁격ְׅתկ
Ӫח⚥⸇يؚٓٗف乆䕦ׁⱖ溪כծػٝؿ
ٖⰕװزح䒭ؚٗـծ
م٦لي٦آ瘝ח⢪欽ׅ㜥さָׅתְׂ׀կ
⢪欽䋞劄ְׁז㜥さ
כծֶ歍ְֻֽׁ➰׃կ
Ӫכيؚٓٗفךגץׅծ㣓⦪ծ⸇罏侧ծך➭ך椚歋״חծ⚥
姺כת䒀劍ծ㜥䨽ך㢌刿ָ遤㜥さָׅתְׂ׀կ
Ӫךيؚٓٗف馯傋ח衼ֻּ׃
ְז遤捀ծ➭⸇ך罏ח鶳䞨ַֽ䝤颵ז遤捀粸鵤׃㜥さכחוזծךيؚٓٗف
鷿⚥ג֮דծ䔲鑩⸇罏ח䌓㸓ְֻג׃㜥さָׅתְׂ׀կ
Ӫדيؚٓٗفךגץׅ
⫊㹱⥂ꤹׅת׃ְⰅ⸇חկ
Ӫ⸇顤ַקךծֶ佄䩪ְְךגץֻׅ顤欽חծٔ٦ت٦균
䧭ַַח灇⥜顤ծ
麊㌀顤瘝ָろׅתתկ

レンタルスキーは YES→ ￥84,205必要ですか？
NO→ ￥75,405-

YMCA 会員
シュプールキャンプ
ですか？
レンタルスキーは YES→ ￥86,205（小学生／中高生）
NO→
必要ですか？
NO→ ￥77,405レンタルスキーは YES→ ￥87,670必要ですか？
NO→ ￥78,870-

YMCA 会員
スキー
ですか？
レンタルスキーは YES→ ￥89,670トレーニングクラス
NO→
必要ですか？
NO→ ￥80,870-

（Ｄ）
スキークラブ

YES→

レンタルスキーは YES→ ￥25,300必要ですか？
NO→ ￥22,770-

NO→

レンタルスキーは YES→ ￥27,300必要ですか？
NO→ ￥24,770-

YMCA 会員
ですか？

季節会費：2,000 円（春季シーズン中共通）
●キャンプ申込書
（原簿）
・保険証コピー・医療費受給資格者証コピーを
ご提出ください。
（郵送可）
※キャンプ申込書
（原簿）
はキャンパーの個別理解のため、
また連絡送付の
ために用いさせていただきます。
また、
保険証のコピーは緊急時のために
お預かりさせていただきます。
●申込書
（原簿）
はＨＰよりダウンロードして頂けます。
（www.gunmaymca.org）

レンタルスキーは YES→ ￥66,330必要ですか？
NO→ ￥59,730-

Ӎ⸇顤秛Ⰵגְאח

参加費振込先

■東和銀行 前橋北支店 普通 129699 公益財団法人 ぐんまＹＭＣＡ
■群馬銀行 竪町支店 普通 0987306 公益財団法人 ぐんまＹＭＣＡ
●必ず参加者（お子様）のお名前でお振込みください。
●名前の前にプログラ
ム番号（アルファベット）をご記入ください。
（例：Ａグンマタロウ）
●振込票控
をもって領収書とさせていただきます。
プログラム終了まで大切に保管して
ください。
●以下の旅行条件書を必ずご確認下さい。

2019 年度シーズンキャンプ 旅行条件書 ( 要約 )
Ӎ꧊㘗⟰歗偆遤㤍秈
ֿך偆遤כծ纇꼛⚥㣛أغ吳䒭⠓爡
⟃♴չ䔲爡պ
ׅתְְהկ
ָ⟰歗٥㹋倵ׅ偆遤ד
֮ծֿך偆遤ֶׁ⸇ח㹏圫כծ䔲爡ה꧊㘗⟰歗偆遤㤍秈箍穠זחהֿׅ
ׅתկ㤍秈ⰻך㺁٥勴⟝כծぐ؝٦חأ鎸鯹ְׁג勴⟝➭ךծֿך剅겲ח鎸鯹ג׃
ְ偆遤勴⟝剅⿹ן䔲爡偆遤噟秈妳꧊㘗⟰歗偆遤㤍秈ך鿇ծ⳿涪ֶח床ׅ׃然
㹀剅剑穄偆遤傈玎邌⥂隊罏欽عؙٝحـس
ׅת״חկ

Ӎֶ歍鴥倯岀ה㤍秈䧭甧ך儗劍
歍鴥剅⾱砢ח䨽㹀✲ך갪鎸Ⰵ׃ծ歍鴥ꆃ幐ִֶג歍鴥ׅתְֹկ歍鴥ꆃ
כծ偆遤➿ꆃ♧ך鿇《ג׃ה䪔ְׅתկꨵ鑧✮秈傈ろ  傈⟃ⰻח歍鴥ꆃך佄䩪ְ
ׅתְֹג׃կ偆遤㤍秈כծꨵ鑧✮秈儗挿כד䧭甧׆ֶג׃ծ䔲爡ָ㤍秈ך箍穠
䪫閉׃ծ歍鴥ꆃ「椚׃儗ח䧭甧ׅת׃կ
偆遤➿ꆃ
ֶ♧➂圫

歍鴥ꆃ
玗鴥

Ⰻٍؗٝف

  ⰼ

Ύꨵ鑧✮秈䖓  傈⟃ⰻח歍鴥ꆃֶך佄䩪ְַָזׁז㜥さծ䔲爡✮׀כ秈זכ
ַ《ג׃הך䪔ְׅתկ
Ώ偆遤➿ꆃכծ偆遤㨣傈ַ饯皾  גרךַׁג׃傈Ⰻחדת겘ֶ佄䩪ְְ
ׅתֹկ

Ӎ《嶊俱
《嶊ׁ㜥さחּׅכꨵ鑧ًכת٦ٕ׀גח鸬窃ְֻׁկ偆遤㤍秈䧭甧䖓ծ
ֶ㹏圫
ך鿪さד㤍秈鍑ꤐׁ儗כծ如ךꆃ겘ծ《嶊俱ג׃ה歍ׅתֽ「׃կֶזծ鵤ꆃָ
欰ׄ㜥さכծ
䮶鴥䩛侧俱䊴׃䒷ְֶג鵤ׅת׃ְ׃կ
ֶ《嶊ך׃儗劍

偆遤㨣傈ַ饯皾גרךַׁג׃

《嶊俱
ֶ♧➂圫
 傈דת

搀俱

 傈։  傈

偆遤➿ꆃ ך

 ։  傈דת

偆遤➿ꆃ ך

偆遤㨣傈ך傈

Ӎ⦐➂䞔㜠《ך䪔ְגְאח
ӪⰕ渣頿㔚岀➂ּתכדծ涺圫ַ갥ְ䞔㜠⿑ꅾח盖椚ְׅת׃կ⦐➂
䞔㜠《ך䪔ְכג׃תֹאחծ⟃♴ٕך٦ٕח䖞ְׅתկ♶鿪さ֮ך倯׀כ鸬窃♴ְׁկ
涺圫ח搀倖➂⦐ד䞔㜠꧊כהֿ荜ׇת׃կ
涺圫ח㼎ג׃ծⵃ欽湡涸ַ֮ׄ僇
ַ➂⦐ד♳׃ח䞔㜠ך䲿⣘ֶ격ְׅתֶג׃կ
⦐➂䞔㜠כծ⟃♴ךΏח鎸׃湡涸⟃㢩
ך欽鷿ⵃכח欽ׇת׃կ
Ύ涺圫➂⦐ך䞔㜠ך盖椚痥♲罏ח㨻鎶כהֿׅ荜ׇת׃կ
Ώּת➂⦐ך䞔㜠ⵃ欽湡涸խ٥يؚٓٗف㹋倵♳ך项俱խ٥يؚٓٗف㹋倵♳ך鸬窃
٥䔲鑩يؚٓٗف如㔐꧊ךデ濼խ٥ּת⚺⪵כתꟼ鸬㔚⡤⚺⪵׃⪵ך暟ךデ濼
٥鸐⥋暟ך鷏➰

偆遤➿ꆃ ך

䔲傈
偆遤㨣

偆遤➿ꆃ ך

偆遤㨣䖓ֶן״搀鸬窃♶⸇

偆遤➿ꆃך

ս偆遤⟰歗٥㹋倵վ
纇꼛⚥㣛أغ吳䒭⠓爡 տ纇꼛源넝䃵䋐劣䎢歕殢㖑
5FM䬐䔲呎䁘
纇꼛源濼✲涫ꐮ偆遤噟痥〾
筨さ偆遤噟《䪔盖椚罏ꞿ䃵佟꧅
Ⰻ㕂偆遤噟⼿⠓姻⠓㆞

սٍؗٝف麊㌀חꟼְ㉏ֶׅさׇվ

Ⱅ渣頿㔚岀➂ּת:.$"

տ堀䋐㕂걄歕խ5FMխ'BY
ً٦ٕJOGP!HVONBZNDBPSHխم٦لي٦آIUUQTXXXHVONBZNDBPSH

