2019 年 1 月 23 日
全国のヤングの皆様
JYS 北海道♡ 実行委員長 中村美希
(ガールスカウト北海道第 17 団)

JYS 北海道♡

Girls be ambitious
～ヤングよ、バースデーパーティーをひらけ！～
2019 年 5 月 3 日(金)～5 日(日)
集合

開催日時

5 月 3 日(金)

13：00

2泊3日

北海道立道民活動センター（かでる 2・7）

1060 会議室（10 階）
解散

5 月 5 日(日)

13：00

札幌エルプラザ

大研修室（4 階）

（会場へ直接連絡はしないでください。参加者には後ほど当日連絡先をお知らせします。
）

〇北海道立道民活動センター（かでる 2・7）http://homepage.kaderu27.or.jp/
（札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 道民活動センタービル）

会場・宿泊地

〇札幌エルプラザ http://www.top.sl-plaza.jp/
（札幌市北区北 8 条西 3 丁目）

〇宿泊先：GRIDS SAPPORO HOTEL＋HOSTEL（グリッツ札幌）
https://www.grids-hostel.com/hostels/sapporo/（札幌市中央区南 3 条西 5 丁目 32 番）
JYS 北海道♡実行委員会

主

催

実行委員長 中村美希(北海道第 17 団)
実行委員

佐藤瑞季(北海道第 9 団) ・田中美穂(北海道第 13 団)
藤田萌(北海道第 31 団)

参加対象者
ねらい

・樋之津芽衣(東京都第 155 団)

全国のヤングリーダー（18 歳～35 歳前後）および同年代の成人会員
・ 全国の姉妹と協力してパーティーを作り上げ、スカウトのロールモデルとなる。
・ 活動を共にすることで絆を深め、より良いスカウティングにつなげる。

19,500 円（宿泊・食事・プログラム費等含む）
参加費

＋満喫☆北海道 選択プログラム参加費
(プログラム決定後、連絡させていただきます。その後、合計の参加費をお振込み下さい）

服

装

開会式・３日目：ユニフォーム
それ以外は、GST シャツなど動きやすい服装、歩きやすい靴

・健康カード ・食器セット（皿、スプーンなど） ・マイカップ ・布巾 ・デイバッ
ク（活動中持ち運びできるもの） ・筆記用具 ・ハット（帽子） ・しおり（参加者各
自印刷） ・上着（北海道の５月は朝晩冷えます！） ・名刺（北海道のスカウト、リー
ダーとも交換できます♪） ・ご当地おやつ（各連盟での持ち物になります。参加者で相

持ち物

談してお持ちください） ・Suica や Kitaca などの IC カード（プログラム中に交通機関
を利用する際に使いますので 1500 円ほどチャージしてきてください） ・その他必要な
もの
※シャンプーやボディソープ、バスタオルは宿泊先にあります。
別紙「第 11 回ヤングリーダー全国大会 JYS 北海道♡ 申込用紙」にご記入の上、データ
を下記メールアドレスまで送信してください。
なお、今回は郵送、FAX での申し込みは受け付けておりません。ご了承ください。
また、申込用紙は記入漏れのないようお願いします。
今後の連絡は E-mail で行いますので、パソコン用 E-mail アドレスをお持ちでない方は、

申し込み方法

恐れ入りますがフリーメールアドレスの作成をお願いします。

＜問い合わせ・申し込み先＞jyshokkaidou@gmail.com
・件名「JYS 北海道 申込み」
・本文に参加者名、所属連盟、団名の入力をお願いします。
・申込用紙のデータを必ず添付してください。

申込〆切

2019 年 2 月 20 日(水)
北洋銀行 道庁支店 （普）0701057

参加費振込先

（一社）ガールスカウト北海道連盟 庶務 連盟長 植田 めぐみ
※参加費は、満喫☆北海道 選択プログラム決定のお知らせ後に、お振込みください。

◎プログラム
１日目

2 日目

3 日目

・開会式

・満喫☆北海道 選択プログラム

・『VIVA！９９!! みんなでひらこう

・アイスブレイクなど

・ 羊 ヶ 丘 展 望 台 で 「 Girls be

・『VIVA！９９!! みんなでひらこう
100 へのとびら』 バースデーパー
ティー準備

ambitious！」＆ジンギスカン
・札幌のまちを歩こう
ル散策

パトロー

100 へのとびら』
日本連盟 99 歳の バースデー
パーティー！
北海道のスカウト、リーダーも
ご招待！

北海道連盟のグッズを販売予定です！
お楽しみに☆

みんなでお祝いしよう
・閉会式

◎会場アクセス
☆集合

北海道立道民活動センター（かでる 2・7）

＜新千歳空港空港から＞
① JR 利用の場合 http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/jr/
JR 新千歳空港駅→ JR 札幌駅 快速約 40 分→ 徒歩約 15 分
新千歳空港駅 発

札幌駅 着

快速 11:30

12:07

快速 11:45

12:22

連休なので、飛行機の

快速 12:00

12:37

ご予約はお早めに！

② バス利用の場合 http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/bus/
新千歳空港バス乗り場→ 札幌駅 約 1 時間 15 分→

徒歩約 15 分

国内線到着ロビー前 （到着口①②③） 国内線到着ロビー前（到着口④⑤）
10：55

10：57

11：10

11：12

11：25

11：27

※バスの時刻は変更する場合があるので、事前にお確かめください。

☆解散

札幌エルプラザ

（札幌駅直通）

＜札幌駅から＞
① JR 利用の場合
JR 札幌駅→ 新千歳空港
札幌駅 発

新千歳空港 着

快速 13:20

13:57

快速 13:35

14:12

快速 13:50

14:27

② バス利用の場合 http://www.new-chitose-airport.jp/ja/access/bus/
札幌駅前 バス乗り場→ 新千歳空港
札幌駅前 発
13：30
13：45
14：00
※バスの時刻は変更する場合があるので、事前にお確かめください。

◎満喫☆北海道 選択プログラム
① あま～い生キャラメルつくり
② 北海道の牛乳でアイスクリームつくり
③ できたてを満喫！バターつくり
希望を申込書に記入してください♪

◎参加賞
JYS 北海道♡に参加されたみなさまにパーカーの参加賞を準備中！
申込書にて、サイズをお知らせください♪

＜5 月の札幌は…＞
平均気温 13 度前後 朝晩は寒くなることがあるため、羽織るものが必須です。
桜が咲くいい季節ですよ～🌸

