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Summer Holiday Programmes 

 

メトロポリタンＹＭＣＡ ジャパニーズセクション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期集中レッスン  ＊会場はいずれもメトロポリタン YMCA館内です。また、体操→水泳の連続ご受講が可能です。 

●Intensive Gymnastics 

マット・跳箱・鉄棒の 3種目を練習します。好きになること、 

得意になることを目標に、楽しみながら練習します。 

日 程 2019年 7月 22日（月）～24日（水） 

時 間 16：30～17：30 

対 象 年少～小学 3年生／12名 

参加費 会員＄90、一般＄140 
 

●Intensive Swimming 

幼児～小学生の初心者レベルを対象としたレッスンを行います。

水慣れ～バタ足、クロール、背泳ぎ練習が中心です。 

日 程 2019 年 7月 22日（月）～24日（水） 

時 間 17：45～18：45 

対 象 年少～小学 3年生／12名 

参加費 会員＄90、一般＄140 
 

宿泊キャンプ 

●Challenge Camp 

クラフト、クッキング、キャンプファイヤーに海遊びなどプログ

ラム盛りだくさんの 2日間です。お泊りが心配なお友達も思い切

り遊びたいお友達も大満足の内容です。 

日 程 2019年 8月 1日（木）～2日（金） 

時 間 集合 9：30、解散 16：00 

対 象 年中～小学 6年生／20名 

会 場 シンガポール国内 

宿 泊 YMCA館内 

参加費 会員＄210、一般＄260 

 

 1日目 2日目 

午前 
集合 

クラフト 

昼食作り 

海遊び 

 

夕方解散 
午後 

ハイキング 

夕食作り 

夜 
キャンプ 

ファイヤー 

 

 

●Nature Camp in Malaysia ＊海外プログラム 

マレーシア南東に位置するパハン州。自然豊かな環境でトレッキ

ングや川遊び、ジャングルサファリなど自然を満喫します。珍し

い生き物や昆虫もたくさん見られます。 

日 程 2019年 8月 23日（金）～26日（月） 

時 間 集合 9：00、解散 18：00 

対 象 小学 2年～中学 3年生／20名 

会 場 マレーシア スンガイ･レンビン 

宿 泊 民宿（予定） 

参加費 会員＄640、一般＄690 

申込締切 海外プログラムのため 7月 19日（金）締切で

す。人数に達していない場合は中止とします。 

 

 1日目 2日目 3日目 4日目 

午前 
集合 

移動 

朝日鑑賞登山 

（低山です） 

博物館 

つり橋ウォーク 

フリータイム 

現地出発 

午後 

昼食 

到着 

 

オフロードドライブ 

水遊び（滝） 

川遊び 移動 

 

到着・解散 

夜 グループタイム ナイトサファリツアー キャンプファイヤー  
 

 

日帰りキャンプ 

●Kids Day Camp 

毎回大人気のキッズデイキャンプ。異学年での活動は、思いやり

や協調性を育みます。年齢に応じた活動を楽しみます。 

日 程 2019年 8月 6日（火）～８日（木） 

時 間 集合 9：30、解散 16：00 

対 象 年中～小学 6年生／30名 

宿 泊 YMCA館内他 

参加費 会員＄250、一般＄300 

 

1日目 おやつ作り&水上運動会     （YMCA館内） 

 おいしいおやつを作った後はプールで大運動会！ 

2日目 ハイキング          (MacRitchie Nature Trail) 
 熱帯雨林の中の大きな吊り橋目指して歩きます 

3日目 ドラゴンボート               (Raffles Marina) 

 みんなで力を合わせて大きなボート漕ぎに挑戦！ 
 

●Cooking Master Camp 

メニュー決めにお買い物、野外調理などを行います。作ること・

食べることを通して、感謝の気持ちや命の大切さを学びます。 

日 程 2019 年 8月 19日（月）～21日（水） 

時 間 集合 9：30、解散 16：00 

対 象 年少～小学 6年生／30名 

宿 泊 YMCA 館内他 

参加費 会員＄250、一般＄300 

 

1日目 シンガポール料理に挑戦     （YMCA館内） 
 ローカルフードのフィッシュボールスープに挑戦 

2日目 野外調理                   （Sembawang Park） 

 炭をおこして手間ひまかけて作る調理は味も格別！ 

3日目 お買い物＆調理         (YMCA館内) 

 メニュー決め・買い物・調理など楽しさ満載 
 

 

Address    60 Stevens Road Singapore 257854 

TEL   6839 8342 または 6839 8350 

HP   https://www.mymca.org.sg/connect 

MAIL   japanese@mymca.org.sg 

facebook   mymca.singapore.japanese 

https://www.mymca.org.sg/
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2019 年度 

Summer Holiday Programmes 

お申し込みについて 

 

2019 年 6 月 7 日（金）10：00 よりオンラインにて受付開始 

 

   ●お申し込み手続きの流れ 

１ ２ ３ ４ ５ 

オンラインにて 

お申し込み 

受付スタッフ 

お申し込み  

受け取り 

ジャパニーズ 

セクション 

内容確認 

参加費 

引き落とし 

受領メール送信 

 

   ●お申し込み方法 

    ＊ＹＭＣＡのウェブサイトにアクセスし、必要事項を入力ください。内容確認後、引き落とし手続きに 

       入り、完了しましたら受領のメールを送信いたします。 

    ＊プログラムお申し込みには会員登録が必要です（一年間有効）。お申し込みと同時に会員登録と登録費 

       として＄10.70が必要となり、参加費は『会員価格』が適用となります。お申し込みの際にオンライン 

       上の MYMCA MEMBER（会員登録／入会・更新含む ）にチェックを入れてください。登録費のお支払いが 

       ない場合の参加費は、『一般価格』が適用です。 

       また、会員登録が期限切れの場合は自動的に更新させていただきます。 

     ＊参加費には、活動費・保険代・引率費・Tシャツ代・税金が含まれています。 

    ＊お電話でのお申し込み、お友達の代理申し込みはお受けできませんのでご了承下さい。 

    ＊開講人数に満たない場合は中止とさせていただく場合がございます。 

      (短期クラス→5名、キッズデイ＆クッキング→10名、チャレンジキャンプ→15名) 

    ＊ネイチャーキャンプ IN マレーシア は、海外プログラムのため 7月 19日（金）を申し込み締め切り 

    とし、人数に満たない場合は中止とさせていただきます。予めご了承ください。（最少催行人数 15名） 

 

   ●キャンセル   

    お申し込み後のキャンセルは以下の規定が適用されます。やむを得ずキャンセルされる場合は速やか 

    にお知らせください。 

     国内プログラムの場合 

お申し込み日からプログラム開始 7日前 →参加費の 75％をご返金 

プログラム開始 6日前～前日 →参加費の 50％をご返金 

当日以降 →返金はありません 

     海外プログラムの場合 

お申し込み日からプログラム開始 10日前 →参加費の 25％をご返金 

プログラム開始 9日前～当日 →返金はありません 

 

   ●お問い合わせ 

Address    60 Stevens Road （S） 257854 

TEL   6839 8342 または 6839 8350 

MAIL   japanese@mymca.org.sg 

 

↓こちらもチェック↓ 
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