
2021－2022 スキーキャンプ ボランティアリーダー募集要項 （ アメリカ在住の方用 ） 

東京－フロストバレーYMCA パートナーシップはニューヨーク近郊に住む子どもたちのために日本語で行うプログラムを展開してい
ます。２０２１～２０２２年にかけて下記のウィンターキャンプ実施に当たり、ボランティアリーダーを募集しています。詳細は下記をご覧
下さい。応募をお待ちしています。 

Ⅰ、キャンプ 

キャンプ名 日程 会場 １８歳以上 １７歳 参加費 

December Winter Camp 12/27-12/31 

Frost 

Valley 

YMCA 

男女各 5 名 男女各 4 名 
・18 歳以上は無料

・17 歳は参加費$250

※宿泊費、食費、およびトレーニング費

※2021 サマーキャンプにジュニアリーダ

ーとして参加の場合は無料

December Family Winter Camp 12/31-1/2 男女問わず 5 名前後 

February Winter Camp 計画中 男女各 5 名 男女各 4 名 

February Family Winter Camp 計画中 男女問わず 5 名前後 

One Day Ski 計画中 NY 近郊 男女問わず 5 名前後 ・スキーレンタル代のみ実費負担

※December Winter Camp および December Family Winter Camp について、スキー場でのスキーレッスンは実施いたしません。
フロストバレーYMCA キャンプサイト内にて、ウィンターアクティビティを実施するキャンプです。

Ⅱ、役割 
１、 YMCA スキーキャンプの理念に基づいたスキー指導 

（December Winter Camp および December Family Winter Camp について、スキー場でのスキーレッスンは実施いたしません。） 

２、 スキー以外の場面での担当グループの子どもたちの生活の指導、プログラムの企画、計画および実施 

３、 担当の子どもたちの保護者宛報告書の作成 

Ⅲ、応募条件 
１、 YMCA キャンプの目的を十分に理解し、情熱と愛情を子ども達へ注げる、心身ともに健康な男女でキャンプ前日までに１７歳以上の方 

２、 リーダートレーニングおよびリーダー会に参加できる方 

３、 期日までに必要な書類を記入し提出可能な方 

４、 One Day Ski に関してはスキーキャンプ経験者、または事前に実施されるトレーニングに参加できる方のみ 

Ⅳ、リーダートレーニング 
YMCA キャンプ理解、グループワーク、グループカウンセリング、緊急時の対応、子どもの対象理解、安全、リーダーシップスキル等 

Ⅴ、スケジュール（案） 

Ⅵ、費用について 
１、 上記、参加費の欄を参照下さい。 

２、 キャンプ期間中の宿泊代、食事代、交通費、スキーレンタル代、リフト券代は YMCA が負担します。 

Ⅶ、応募方法 
申込書に必要事項を記入の上、Reference Form（推薦状）３通と共に、Tokyo-Frost Valley YMCA Partnership 鳩山徹郎まで提出してください。

書類選考の上、結果をお知らせいたします。なお、2021 サマーキャンプにて推薦状を提出している人は再度の提出は必要ありません。

応募締切日： １０月３１日（日）まで 

日程 
場所 

December Winter camp February Winter Camp 

打合せ会 12/12（日） 3PM～5PM 予定 計画中 オンライン

トレーニングおよび

リーダー会

12/26（日） 1PM 現地集合 

※White Plains 近郊より送迎バスを予定。

（バスを利用の場合、10AM 集合）

※トレーニング終了後はキャンプ場に

滞在し、キャンプ場にてキャンパーを

迎え入れます。

計画中 Frost Valley YMCA 



Tokyo-Frost Valley YMCA Partnership 

２０２１‐２０２２ スキーキャンプ リーダー申込書 (アメリカ在住の方用) 

氏 名 
日本語： 

ローマ字： 

男 

生年月日：        年   月   日      歳 
女 

住 所  

電 話 

（自宅） 
 

電話 

（本人携帯） 
 

E-mail 
保護者(ジュニアリーダー)： 

本人： 

それぞれ、当てはまるものに☑をつけてください。 
 

希望キャンプ 

□ December Winter Camp   □ December Family Winter Camp 

□ February Winter Camp    □ February Family Winter Camp 

□ One Day Ski : （               ） 

オンライン打合せ会 
・December  12/12（日） 3-5PM 予定   □参加する  □参加できない 

・February   計画中 

トレーニングおよび 

リーダー会 

・December  12/26（日） 1PM -        □参加する  □参加できない 

・February   計画中 

交通 
□ 自家用車 

□ 送迎バス希望 （ □ 12/26  □12/31  □ 1/2）  

スキーレベル 

※12月キャンプ参加の

場合は不要。 

□ 初心者－リフトに乗れない 
□ 初級－ハの字で滑ることができる（プルークボーゲン） 
□ 中級－ハの字でスピードを出して滑ることができる 
□ 上級－どんな斜面でも滑ることができる（不整地を除く） 
□ 検定級所有者          級（    年    月取得） 

スキー用具 

※12月キャンプ参加の

場合は不要。 

□ 持参する                             □ シーズンレンタルをする 

□ 持っていないのでスキー場でレンタルする        □ ヘルメットを持参する 

志望動機 

 

スタッフ用 



 

Tokyo-Frost Valley YMCA Partnership 
Reference Form 

（英語でご記入ください。一部日本語も可。） 
 

Applicant（志願者について） 
Name（志願者の名前）: 

Reference（推薦者について） 
Name（推薦者の名前）: Title（肩書き）: 

Company or Institution（会社名/団体名）: 

Telephone（電話番号）: Email（e メール）: 

Relationship to Applicant（志願者との関係）: Number of Years（知り合って何年か）: 

Applicant Information ※日本語可 
How does the applicant relate to other people?  ( 周りの方との関係はどうですか？) 

 
 
What are the applicant’s best skills and strengths? Would he/ she be able to teach them at camp? 
（キャンプで役立つと思われる、長所とスキルは何ですか？） 

 
 

Rate the Following (Check the appropriate box) 該当する項目をチェックしてください 

 Excellent とても良い Good 良い Fair 普通 Poor 悪い 
Attitude 態度 □ □ □ □ 
Adaptability 順応性 □ □ □ □ 
Responsibility 責任感 □ □ □ □ 
Resourcefulness 判断力 □ □ □ □ 
Enthusiasm 熱意 □ □ □ □ 
Leadership リーダーシップ □ □ □ □ 
Initiative 率先性 □ □ □ □ 
Patience 忍耐力 □ □ □ □ 
Sense of Humor ユーモア □ □ □ □ 
Cooperation 協調性 □ □ □ □ 

Overall Recommendation (Check the appropriate box) 該当する項目をチェックしてください 

Excellent とても良い□ Good 良い□ Fair 普通□ Poor 悪い□ 

Reference Signature  
Signature 推薦者の署名: Date 日付:  
 

If you would like to return this form directly to the our office please send to : 
 
 

 

もし直接提出される場合は、上記アドレスまで郵便もしくは Email にてお送り下さい。 

 
※ １枚は家族、親類の方、残りの２枚は家族、親族以外で 18 歳以上の方が記入、提出ください。 

別フォームでの提出も可能です。なお、2021 サマーキャンプにて提出している人は再度の提出は必要ありません。 

※ 提出期限：１０月３１日（日） 

Tokyo-Frost Valley YMCA Partnership Attn: Tetsuro Hatoyama 
777 Westchester Avenue, Suite 101, White Plains, NY 10604  Email: thatoyama@frostvalley.org  
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