
２０１０年度 財団法人熊本ＹＭＣＡ事業報告書 
 
第１ 事業の状況（※通年クラスは２０１０年４月末日現在の在籍数） 
 
１．グループ活動事業 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・社交ダンスクラブ            ９名（毎週定期） 
  ・社交ダンスクラブステップ       １０名（毎週定期） 
   ・グループワーク研究会          ５名（月例） 

・北部タイ里親の会           ４５名（不定期） 
   ・歌声ひろば              ５０名（月例） 
＜みなみＹＭＣＡ＞ 
 ・歌声ひろば              １９名（月例） 
＜上通ＹＭＣＡ＞ 

  ・国際ボランティアクラブ        ２０名 
   ・日本語会話練習クラブ         ２０名 
   ・ギリシャ語で聖書を読む会       １０名 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
   ・油絵教室                ７名（毎週定期） 
＜むさしＹＭＣＡ＞ 

   ・歌声ひろば 
  ＜リフレスおおむた＞ 
   ・陶芸サークル             ９０名（７グループ：毎週定期） 
   ・クライミングしかリフレス会      １５名（毎週定期） 
 
２．体育、レクリエーション、キャンプ、野外活動事業 
 （１）体育事業 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ◇青少年通年クラス 
   ・体育英語幼児園            ２５名 
   ・体操                １７６名 
   ・新体操                ８３名 
   ・サッカー               ９７名 
   ・HIP－HOP              １５名 

◇青少年講習会 
   ・夏期                １９０名 
   ・冬期                 ８９名 
   ・春期                １３４名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ◇青少年通年クラス 
   ・体育英語幼児園            ３３名 
   ・体操                ２７７名 
   ・新体操                ５１名 
   ・サッカー              １１７名 
   ・水泳               １０５８名 

・HIP－HOP              １３名 
◇青少年講習会 

   ・夏期                ７２９名 



   ・冬期                １７９名 
   ・春期                ３４８名 
   ◇成人クラス 
   ・アクア－ジム           １０２５名 

＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
◇青少年通年クラス 

   ・体育英語幼児園            ２０名 
   ・体操                １７５名 
   ・新体操                ８０名 
   ・サッカー              １１５名 
   ・水泳                ９５０名 

◇青少年講習会 
   ・夏期                ５５０名 
   ・冬期                ２２０名 
   ・春期                ２０５名 
   ◇成人クラス 
   ・アクア－ジム            １９５名 

＜むさしＹＭＣＡ＞ 
   ◇青少年通年クラス 
   ・体育英語幼児園            １７名 
   ・体操                ２４３名 
   ・新体操                ６９名 
   ・サッカー              ２４２名 
   ・水泳                ９０５名 

・HIP－HOP              ８２名 
◇青少年講習会 

   ・夏期                ４４４名 
   ・冬期                １４３名 
   ・春期                １５８名 
   ◇成人クラス 
   ・アクア－ジム            ８５３名 
（２）キャンプ事業 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・土日                 ３０名 
   ・夏期                 ８３名 
   ・冬期                 ６３名 
   ・春期                 ３８名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

・土日                 ２０名 
   ・夏期                １１６名 
   ・冬期                 ４５名 
 ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・土日                 ３０名 

   ・夏期                 ８０名 
   ・冬期                 ３０名 
＜むさしＹＭＣＡ＞ 

   ・夏期                 ４９名 
   ・冬期                 １５名 
   ・春期                  ９名 



＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
   ・夏期                 ８３名 
   ・秋期                 ３７名 

・冬期                 ６１名 
   ・春期                 ２９名 
（３）野外活動事業 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
・インディアンズクラブ         １１名（月例） 

  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
・サタデートム             ３９名（月例） 

  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・わんぱく大学             １０名（月例） 

  ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
・ロビンフッドクラブ           ７名（月例） 

  ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
・アウトドアクラブ           １２名（月例） 

  ＜リフレスおおむた＞ 
   ・なんでもやる隊            ４０名（月例） 
   ・がまだす隊              ３０名（月例） 
 
３．語学、進学、職能、その他の教育事業 
 （１）語学教育 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 

◇青少年通年クラス 
   ・Zooクラブ              １５名 
   ・こども英語              ２６名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

◇青少年通年クラス 
   ・Zooクラブ              ２０名 
   ・こども英語             ２０８名 
   ◇成人クラス 
   ・英会話                ４５名 
  ＜上通ＹＭＣＡ＞ 
   青少年通年クラス 
   ・Zooクラブ               ４名 

◇成人クラス 
   ・英会話               １４９名 
   ・世界のことば             ６２名 
   ・目的別                １２名 
 ・日本語                ２９名 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
◇青少年通年クラス 

   ・Zooクラブ              １７名 
   ・こども英語             １１８名 
   ◇成人クラス 
   ・英会話                ２４名 

＜むさしＹＭＣＡ＞ 
◇青少年通年クラス 

   ・Zooクラブ              ２１名 



   ・こども英語             １０８名 
   ◇成人クラス 
   ・英会話                ３６名 
  ＜受託事業＞ 
   ・熊本県地域日本語学習支援事業 
（２）その他教育事業 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・アフタースクール           １３名 
   ・児童絵画                ４名 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
   ・児童絵画                ７名 
  ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
   ・アフタースクール           ２０名 
 
４．講座、講演会、研修会等に関する事業 
 （１）講座 
  ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
   ・ダンボールコンポスト 
  ＜リフレスおおむた＞ 
 ・野草を食べよう（４月） 
 ・親子陶芸教室（５月・６月・８月） 

   ・山野草盆栽教室（６月、７月） 
   ・手芸教室（５月） 
   ・浴衣着付教室（６月、７月） 

・着物着付教室（７月・１１月） 
   ・ネイル教室（８月） 
   ・成人陶芸教室（９月、１０月、１１月） 
   ・クライミング指導者講習会（１月、２月、３月） 
  ・親子クッキング教室（１月） 
・アウトドアクッキング教室（２月、３月） 

（２）講演会 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・生活習慣病予防健康講話 （6月）  
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
   ・子育て講演会（５月、１１月） 
＜むさしＹＭＣＡ＞ 

   ・ウエルネス健康セミナー（６月）  
  （３）研修会 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
   ・環境学習会（４月） 

・ピースセミナー（１１月） 
   ・聖書学びの会（７月、９月、１１月、１月、３月） 
   ・ながみねファミリーＹＭＣＡ地域の働きを考える会（７月） 
 ・防災を考える日（１月） 
＜むさしＹＭＣＡ＞ 

   ・聖書を学ぶ会（年４回） 
  ＜リフレスおおむた＞ 
   ・ほたる観察会（５月） 
   ・星空観察会（８月・１月） 



 
５．国際交流事業 
 （１）海外派遣プログラム 
  ＜ＩＣＲ＞ 
   ・世界ＹＭＣＡユースフォーラム      ４名 
   ・世界ＹＭＣＡ大会            ５名 
  ＜上通ＹＭＣＡ＞ 
   ・多文化共生キャンプ          １２名 
（２）海外受入プログラム 
  ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
   ・ＩＣＣＰＪ（インターナショナル・キャンプカウンセラー・プログラム）の海外キャン

プカウンセラーの受け入れ（台湾）１名（８月：１ヵ月間） 
 （３）国内交流プログラム 
   ・国際青少年平和セミナー         ２名 
  ・地球市民プロジェクト          ２名 
 
６．社会奉仕事業 
（１）水の安全キャンペーン 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
 ・水の安全ハンドブックの配布：１２００部 
（小学校：１８校） 

   ・着衣泳指導（小学校：1校、保育園：１園） 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

・水の安全ハンドブックの配布：２６１５部 
（小学校：４４校、幼稚園：１園、保育園：１園） 

   ・着衣水泳指導（小学校：２校、保育園：１園） 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 

・水の安全ハンドブックの配布：２７１０部 
（小学校：１９校、幼稚園：１園、保育園：２園） 

   ・着衣水泳指導（小学校からの依頼により実施） 
  ＜むさしＹＭＣＡ＞ 

・水の安全ハンドブックの配布：２９３２部 
（小学校：４３校、幼稚園：２園、保育園：３園） 

   ・着衣水泳指導（小学校からの依頼により実施） 
  ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 

・水の安全ハンドブックの配布：４００部 
（小学校：１１校、保育園：３園） 

（２）指導者派遣（熊本市内及び周辺地域） 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 

・体操指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 
・レクリエーション指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 

  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
・体操指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 
・レクリエーション指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 

 ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・体操指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 
・水泳指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 
・レクリエーション指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 

  



＜むさしＹＭＣＡ＞ 
・体操指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 
・レクリエーション指導（小学校、幼稚園、保育園からの依頼により実施） 

  ・運動指導（近隣医療機関、自治会からの依頼により実施） 
 ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
  ・キャンプ指導（阿蘇市教育委員会） 
＜リフレスおおむた＞ 
  ・出前講座 レクリエーション指導（大牟田市教育委員会） 
  ・カヌー指導（大牟田市教育委員会） 
（３）地域清掃活動 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
・新町地域清掃（１０月実施） 

   ・清爽園清掃（３月実施） 
＜みなみＹＭＣＡ＞ 
・浜線バイパス美化活動 
 ５／１７、９／２０、１１／１５、１／１７、３／２１（年５回実施） 

   ・江津湖清掃（４月１８日実施） 
＜上通ＹＭＣＡ＞ 
・上通アーケード及び周辺清掃（４月１７日実施） 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・国体道路ロードクリーンボランティア 
 ４月、６月、９月、１１月、２月 年５回実施 

＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
 ・車帰地区水路清掃（４月） 
 ・車帰地区プール清掃（７月） 
 ・的石地区樹木剪定（２月） 
 ・ミルクロード清掃（３月） 
＜全 体＞ 
・花岡山山頂清掃（１月２２日実施） 

（４）地域協力 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 

・新町地蔵まつり（７月２４日実施予定） 
・一新校区ふれあいの集い（３月１６日実施予定） 

  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・田迎地域自治会 
  ＜上通ＹＭＣＡ＞ 
   ・ゆかた祭り（７月） 
  ・並木坂商店街恵比寿祭り（１０月） 
  ・違法駐輪・自転車乗入れ指導協力（年間２～３回） 
  ・熊本県子育て応援団協賛（ベビーベッド、多目的トイレ） 
  ・熊本市観光案内協力（外国語での応対、パンフレット設置、電子看板） 
 ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
  ・ライン工房としま祭り（８月） 
  ・母子父子デイキャンプ（９月） 
 ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
  ・永江団地まつり 
 ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
  ・車帰地区感謝会（８月） 
  



＜リフレスおおむた＞ 
  ・四ヶ地区夏祭り（８月） 
  ・萩尾公民館夏祭り（８月） 
（５）献血への協力 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・５月、１０月実施 
 
７．心身障害児・者への奉仕事業 
 （１）キャンプ 
 ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
  ・コスモスキャンプ（日本自閉症協会熊本県支部との共催） ８月６日～８日実施 
＜ＩＣＲ＞ 
・日韓視覚障がい青少年交流プログラム  ７月２０日～２３日実施 
・ポニーキャンプ（熊本盲学校との共催） ７月２６日～２８日実施 

 （２）発達障がい支援事業 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
 ・通年クラス                   ２３名 

   ・講習会（夏期）                  ６名 
       （冬期）                 １１名 
       （春期）                  ５名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

・通年クラス                   １５名 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 

・通年クラス                   ２２名 
 
８．青少年育成林の造成事業 
 （１）阿蘇町端辺及び同町鹿解河原における植林事業（４月１８日実施） 
 
９．関係法人（社会福祉法人熊本ＹＭＣＡ福祉会等）との連携に関する事項 
 （１）阿蘇町に位置するＹＭＣＡ尾ヶ石、赤水、永草の３保育園の保育（英語、体操、サッカ

ー）への協力 
 （２）ＹＭＣＡ水前寺幼稚園の保育（体操、水泳、英語）への協力 
 
10．施設の利用事業 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・熊本いのちの電話相談員養成定例講座への施設の提供 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・母の日特別プログラム（５月９日実施） 
   ・障がい者カヌー講習会プール無償提供 
＜上通ＹＭＣＡ＞ 

   ・１階ロビーの市民開放（公共無線ＬＡＮ、公共インターネットＰＣ設置） 
   ・コムスタカ（外国人支援ＮＧＯ）への施設の無償提供 
   ・熊本県立大学マーケティング研究会への施設提供 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 

・母の日、父の日プール無料開放（５月、６月） 
   ・スペシャルオリンピックス水泳（４月、５月、６月、９月、１０月、１１月） 
  ＜むさしＹＭＣＡ＞ 

・母の日、父の日プール無料開放 
    



11．指定訪問介護事業及び指定居宅介護支援事業 
   ①訪問介護〔身体介護〕 
   ②訪問介護〔生活援助〕 
   ③居宅介護支援サービス計画 
   ※２０１０年度も事業を休止した。 
 
 12．その他前条の目的を達成するために必要な事業 
 

以 上 
 


