
平成２３年度 財団法人熊本ＹＭＣＡ事業報告書 
 
第１ 事業の状況（※通年クラスは平成２３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           ２０名（毎週定期） 
  ・社交ダンスクラブステップ        ８名（毎週定期） 
   ・ダンスサークル             ３名（毎週定期） 
   ・グループワーク研究会          ４名（月例） 

・北部タイ里親の会           ２２名（不定期） 
   ・歌声ひろば              ７０名程度（毎月第２水曜日） 
＜みなみＹＭＣＡ＞ 
 ・歌声ひろば              １５名程度（毎月第４水曜日） 
＜上通ＹＭＣＡ＞ 

  ・国際ユースボランティアクラブ     ２５名 
   ・日本語会話練習クラブ         １８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              ３０名程度（毎月第３水曜日） 
  ＜リフレスおおむた＞ 
   ・陶芸サークル             ６０名（８サークル：毎週定期） 
   ・クライミングしかリフレス会      １５名（毎週水曜） 
 
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            ２２名 
   ・体操                １９３名 
   ・新体操                ４８名 
   ・サッカー               ９５名 
   ・HIP－HOP              １４名 

◇青少年講習会 
   ・夏期                １９２名 
   ・冬期                 ８８名 
   ・春期                 ４４名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ◇青少年通年クラス 
   ・ぶどうの木幼児園            ９名 
   ・体操                ２０２名 
   ・新体操                ４７名 
   ・サッカー              １４１名 
   ・水泳               １０５１名 

・HIP－HOP              １４名 
 
 



◇青少年講習会 
   ・夏期                ４５９名 
   ・冬期                １４７名 
   ・春期                ２３６名 
   ◇成人クラス 
   ・アクア－ジム            ９４５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                １７４名 
   ・新体操                ９２名 
   ・サッカー               ９４名 
   ・水泳                ８６４名 

◇青少年講習会 
   ・夏期                ５６４名 
   ・冬期                ３８３名 
   ・春期                ２８４名 
   ◇成人クラス 
   ・アクア－ジム            ２１０名 

＜むさしＹＭＣＡ＞ 
   ◇青少年通年クラス 
   ・体育英語幼児園            ２３名 
   ・体操                ２６６名 
   ・新体操                ５９名 
   ・サッカー              ２６０名 
   ・水泳                ８９６名 

・HIP－HOP              ７７名 
◇青少年講習会 

   ・夏期                ５５７名 
   ・冬期                ２７２名 
   ・春期                ２３２名 
   ◇成人クラス 
   ・アクア－ジム            ８００名 
（２）キャンプ事業 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・土日                 １０名 
   ・夏期                １０２名 
   ・冬期                 ６３名 
   ・春期                 ５５名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・夏期                １１４名 
   ・冬期                 ５４名 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・土日                 ２５名 

   ・夏期                 ９５名 
   ・冬期                 ３５名 

 
 



＜むさしＹＭＣＡ＞ 
   ・夏期                 ９１名 
   ・冬期                 ３４名 
   ・春期                  ９名 
＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 

   ・夏期                ３２０名 
   ・秋期                 ４１名 

・冬期                １６８名 
   ・春期                 ８９名 
（３）野外活動事業 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
・インディアンズクラブ          ９名（月例） 
・サタデーインディアンズクラブ      １名（月例） 
＜みなみＹＭＣＡ＞ 
・インディアンズクラブ          ４名（月例） 
・サタデーインディアンズクラブ     ３４名（月例） 

  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・インディアンズクラブ          ３名（月例） 

   ・サタデーインディアンズクラブ     １４名（月例） 
＜むさしＹＭＣＡ＞ 
・インディアンズクラブ          ３名（月例） 

   ・サタデーインディアンズクラブ      ４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＞ 
   ・リフレスなんでもやる隊        ３９名（月例） 
   ・農業生活体験・がまだす隊       ４２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              １９名 
   ・こども英語              ３６名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

◇青少年通年クラス 
   ・Zooクラブ              １８名 
   ・こども英語             ２１８名 
   ◇成人クラス 
   ・英会話                ２９名 
  ＜上通ＹＭＣＡ＞ 

◇青少年通年クラス 
   ・Zooクラブ               ９名 

◇成人クラス 
   ・英会話               １７２名 
   ・世界のことば             ７１名 
   ・目的別                 ６名 
 ・日本語                ２０５名 



 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
◇青少年通年クラス 

   ・Zooクラブ               ９名 
   ・こども英語             １０８名 
   ◇成人クラス 
   ・英会話                ２２名 

＜むさしＹＭＣＡ＞ 
◇青少年通年クラス 

   ・Zooクラブ              ２０名 
   ・こども英語             １２７名 
   ◇成人クラス 
   ・英会話                ３１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           １６名 
   ・児童絵画教室              ４名 
   ・作文教室                １名 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 

   ・児童絵画教室              ６名 
  ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
   ・アフタースクール           ２１名 
 
４．講座、講演会、研修会等に関する事業 
 （１）講座 
  ＜リフレスおおむた＞ 
 ・春の野草を食べよう（４月） 
 ・親子陶芸教室（５月、６月、８月） 

   ・親子陶芸絵付教室（７月、８月） 
・山野草盆栽教室（４月、５月、６月、７月、１１月、１２月） 

   ・手芸教室（５月、６月、１１月、１２月） 
   ・ほたる観察会（５月） 
   ・浴衣着付教室（６月、７月） 

・着物着付教室（１１月） 
   ・リンパマッサージ教室（６月、９月） 
   ・星空観察会（７月、２月） 
   ・成人陶芸教室（９月、１０月、１１月） 
   ・クライミング講習会（１月、２月、３月） 
  ・親子クッキング教室（１月） 
・アウトドア親子クッキング教室（２月） 

（２）講演会 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・子育てセミナー（６月、１２月） 
＜みなみＹＭＣＡ＞ 

   ・健康講演会・セミナー （年２回）  
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 



   ・子育てセミナー（５月、１１月） 
（３）研修会 

  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・聖書を学ぶ会（年１１回） 

＜上通ＹＭＣＡ＞ 
 ・聖書を学ぶ会（年６回） 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 

   ・環境教育（４月） 
・ピースセミナー（１１月） 

   ・聖書学びの会（５月、９月、１１月、２月） 
   ・防災を考える日（１月） 
＜むさしＹＭＣＡ＞ 

   ・聖書を学ぶ会（年３回） 
 
５．国際交流事業 
 （１）海外派遣プログラム 
  ＜ＩＣＲ＞ 
   ・タイユースワークキャンプ        ６名 
   ・カンボジアスタディーツアー       ２名 
   ・日韓視覚障がい青少年交流プログラム  １５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（７月中旬～８月中旬：１ヵ月間） 
 （３）国内交流プログラム 
  ＜ＩＣＲ＞ 

・広島ピースセミナー           １名 
・ＰＨＤ協会研修生との交流        ３名 

  ＜上通ＹＭＣＡ＞ 
・小国町小中学生との国際交流       ８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、幼稚園：１園、保育園：１園） 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

・水の安全ハンドブックの配布：２５１部 
（小学校：４２校、幼稚園：１園、保育園：１園） 

   ・着衣水泳指導（小学校：４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：２１００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：１校、保育園：１園） 
   



＜むさしＹＭＣＡ＞ 
・水の安全ハンドブックの配布：２９７３部 
（小学校：４１校、保育園：５園） 

   ・着衣水泳指導（小学校：１校、幼稚園：１園、保育園：２園） 
  ＜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：１校） 

  ＜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：７校） 

 ＜上通ＹＭＣＡ＞ 
  ・英語レクリエーション指導（小学校：１校） 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・レクリエーション指導（小学校：５校） 

 ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
・レクリエーション指導（保育園：１園） 

  ・運動指導（菊池養生園） 
 ＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
  ・キャンプ指導（阿蘇市子ども会育成連絡協議会） 

・レクリエーション指導（大津南小学校） 
＜リフレスおおむた＞ 
  ・レクリエーション指導（小学校：３校、子供会：２箇所） 
（３）地域清掃活動 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
・新町地域清掃（５月、７月、１０月、１１月） 

  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
・浜線バイパス美化活動 
 ５／１９、７／１４、９／１５、１１／１７、１／１９、３／２３ 
 年６回実施 

   ・江津湖清掃（４月２９日） 
＜上通ＹＭＣＡ＞ 
・上通周辺清掃・落書き消し（４月２３日） 
 ＜東部ＹＭＣＡ＞ 
・帯山２丁目周辺清掃（４月２４日） 
＜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、９月、１１月（年３回） 

＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 
 ・車帰地区水路清掃（４月） 
 ・車帰地区プール清掃（７月・８月） 
＜全 体＞ 
・花岡山山頂清掃（１月２１日） 

 
 



（４）地域協力 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 

・新町地蔵まつり（７月２４日） 
・一新小学校東日本大震災支援報告授業（７月７日、２月１５日） 
・一新校区ふれあいの集い（３月１６日） 

  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・託麻中学校区いきいきネットワーク会議 
  ＜上通ＹＭＣＡ＞ 
 ・サムライ祭り（４月２日・３日） 
・ゆかた祭り（７月１６日・１７日） 

  ・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（７月、９月、１月） 
  ・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２７日） 
  ・母子父子デイキャンプ（１１月１３日） 
 ＜むさしＹＭＣＡ＞ 
  ・永江団地まつり（８月） 
  ・南ヶ丘小学校区地域ネットワーク会議（２月１５日） 
＜阿蘇ＹＭＣＡ＞ 

  ・阿蘇夏祭り（８月） 
  ・車帰地区感謝会（８月） 
 ＜リフレスおおむた＞ 
  ・四ケ夏祭り（８月） 
  ・駛馬地区かっぱ祭り（８月） 
  ・四ケ地区敬老会（９月） 
  ・四ケ元気会（毎月第一金曜日） 
（５）献血への協力 

  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
   ・６／１５、１１／２ 
 
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～７日実施 
＜ＩＣＲ＞ 
・ポニーキャンプ（熊本盲学校との共催） ７月２７日～２９日実施（５０名） 

 （２）発達障がい支援事業 
  ＜中央ＹＭＣＡ＞ 
 ・通年クラス                   １９名 

   ・講習会（夏期）                 １１名 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 

・通年クラス                   ２３名 
  ＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 

・通年クラス                   １６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２４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社会福祉法人が設置するＹＭＣＡ尾ヶ石、赤水、永草の３保育園の保育への協力 
   ②学校法人が設置するＹＭＣＡ水前寺幼稚園の保育への協力 
 
10．施設の利用事業 
  ＜みなみＹＭＣＡ＞ 
   ・母の日、父の日施設開放プログラム（５月・６月） 
   ・ヘルシーキッズ＆ファミリーキャンペーン（４月、６月、９月、１１月） 
＜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 
   ・上通商栄会青年会への施設の無償提供 
＜ながみねファミリーＹＭＣＡ＞ 
・母の日、父の日プール開放（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、父の日施設開放（５月・６月） 
 
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            
※平成２３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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第２ 処務の概要 
 １ 役員等に関する事 
（１）役員（理事・監事）                （平成 24年 3月 31日現在） 
役職名 氏 名 職 業 就任年月日 担任事務 報酬 備考 
理事長 吉本貞一郎 会社役員 Ｈ16年７月１日  無給 再任 
副理事長 守田 富男 会社員 Ｈ16年７月１日  無給 再任 
理事 福田 稠 医師 Ｈ16年７月１日  無給 再任 
理事 歌野 清三 無職 Ｈ17年７月１日  無給 再任 
理事 平山 俊生 会社役員 Ｈ18年 7月 1日  無給 再任 
理事 田上 正 医師 Ｈ20年７月１日  無給 新任 
理事 吉本 寛治 会社役員 Ｈ20年７月１日  無給 新任 
理事 中村 邦雄 無職 Ｈ21年 7月 1日  無給 新任 
理事 菅  正康 医師 Ｈ22年 7月 1日  無給 新任 
常務理事 堤  弘雄 ＹＭＣＡ職員 Ｈ18年４月１日 執行理事 有給 充て職
監事 加藤 國博 自営業 Ｈ19年７月１日  無給 再任 
監事 吉岡 光憲 税理士 Ｈ20年７月１日  無給 新任 
監事 川上 安生 会社役員 Ｈ22年７月１日  無給 新任 

 
（２）評議員                      （平成 24年 3月 31日現在） 
役職名 氏 名 職 業 就任年月日 担任事務 報酬 備考 
評議員 椎葉 朋子 保育士 H16年 7月 1日  無給 再任 
評議員 岩永 福子 病院職員 H17年 7月 1日  無給 再任 
評議員 本堀 秀一 牧師 H17年 7月 1日  無給 再任 
評議員 島  優子 音楽家 H18年 7月 1日  無給 再任 
評議員 森  博之 公務員 H18年 7月 1日  無給 再任 
評議員 上村眞智子 団体役員 H19年 7月 1日  無給 再任 
評議員 今村 秀夫 自営業 Ｈ19年 7月 1日  無給 再任 
評議員 岩本 悟 会社役員 H20年 7月 1日  無給 新任 
評議員 亀浦 正行 会社役員 H20年 7月 1日  無給 新任 
評議員 藤本猪智郎 弁護士 H21年 7月 1日  無給 新任 
評議員 米村 謙一 会社役員 H21年 7月 1日  無給 新任 
評議員 入佐 孝三 医師 H22年 7月 1日  無給 新任 
評議員 小堀 鈴代 会社役員 H22年 7月 1日  無給 新任 
評議員 武藤 興紀 医師 H22年 7月 1日  無給 新任 
評議員 田中 俊夫 弁護士 H22年 7月 1日  無給 新任 
評議員 篠崎 泰子 病院職員 H22年 7月 1日  無給 新任 
評議員 金  聖孝 牧師 H22年 7月 1日  無給 新任 
評議員 前田香代子 無職 H23年 1月 1日  無給 新任 

  
２ 職員に関する事項 

（平成 24年 3月 31日現在） 
職 名 氏 名 職務内容 就任年月日 本務兼務の別 給料 備考
総主事 堤  弘雄 全般 H18年 4月 1日 本務   
部長 久保 誠治 総務 H18年 4月 1日 本務   

 上記以外の職員 ９８名 
〔内訳〕フルタイム（事務職：３８名、専門職：３９名）、パートタイム（事務職：２１名） 



 ３ 役員会等に関する事項 
 （１）理事会 

開催年月日 出席数 議事内容 会議の結果 
H23年 3月 17日 10名 ・Ｈ23年度事業計画案の件 

・Ｈ23年度収支予算案の件 
・承認 
・承認 

Ｈ23年 5月 18日 10名 ・Ｈ22年度事業報告諮問の件 
・Ｈ22年度収支決算諮問の件 

・評議員会への諮問を承認 
・評議員会への諮問を承認 

Ｈ23年 5月 19日 10名 ・Ｈ22年度事業報告の件 
・Ｈ22年度収支決算の件 

・承認 
・承認 

H23年 6月 16日 10名 ・評議員選出の件 ・評議員６名を選出 
Ｈ23年 8月 24日 10名 ・事業運営状況確認の件 ・承認 
H23年 10月 12日 9名 ・ながみねファミリーＹＭＣＡ

改修の件 
・２０１２年度職員体制の件 

・承認 
 
・承認 

H24年 1月 30日 9名 ・会員に関する規程変更の件 ・承認 
H24年 3月 12日 9名 ・Ｈ24年度事業計画諮問の件 

・Ｈ24年度収支予算諮問の件 
・評議員会への諮問を承認 
・評議員会への諮問を承認 

Ｈ24年 3月 15日 9名 ・Ｈ24年度事業計画書承認の件
・Ｈ24年度収支予算書承認の件

・承認 
・承認 

Ｈ24年 5月 16日 5名 ・Ｈ23年度事業報告承認の件 
・Ｈ23年度計算書類等承認の件

・承認 
・承認 

 
（２）評議員会 

開催年月日 出席数 議事内容 会議の結果 
H23年 3月 17日 13名 ・Ｈ23年度事業計画案の件 

・Ｈ23年度収支予算案の件 
・同意 
・同意 

H23年 5月 19日 15名 ・Ｈ22年度事業報告の件 
・Ｈ22年度収支決算の件 

・同意 
・同意 

Ｈ23年 6月 16日 15名 ・理事及び監事選任の件 ・理事３名、監事１名選任 
Ｈ24年 3月 15日 16名 ・Ｈ24年度事業計画書同意の件

・Ｈ24年度収支予算書同意の件
・同意 
・同意 

Ｈ24年 5月 31日 10名 ・Ｈ23年度計算書類等承認の件
・Ｈ23年度事業報告の件 

・承認 
・報告内容を了承 

 
４ 許可、認可及び承認に関する事項 

申請年月日 申 請 事 項 指令年月日  備考 
Ｈ22年 11月 30日 公益財団法人移行認定申請 Ｈ24年 3月 26日 認定 

 
 ５ 契約に関する事項 

契約年月日 相 手 方 契約の概要 
   

 
６ 寄附金に関する事項 
寄 附 の 目 的 寄 附 者 寄附額  備考 

地球市民育成資金として 熊本ＹＭＣＡ 10,000,000円 指定寄附金 
 
 



 ７ 主務官庁の指示に関する事項 
指示年月日 指 示 事 項 履 行 状 況 

   
 
 ８ その他重要な事項 
   ・平成２４年４月１日に公益財団法人熊本ＹＭＣＡの設立の登記と財団法人熊本ＹＭＣＡ

の解散の登記を行った。 
 

以 上 
 
 


