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はじめに 

 

ＹＭＣＡとは 

YＭＣＡとは、Young Men’s Christian Association の略で、１８４４年イギリス・ロンドンで 

ジョージ・ウイリアムズら１２人の青年たちの祈りの中から創立され、現在世界１１９の国と地域に４，

５００万人の参加者を有する世界最大のネットワークをもつ社会教育団体です。日本では１８８０年に

東京で始まり、現在では北海道から沖縄まで１８８の拠点で、約１０万人の会員とともに、知・徳・体の

均整のとれた人格の形成と豊かな地域社会発展をめざして多彩な活動を展開しています。 

 

ＹＭＣＡと CD（キャラクターディベロップメント） 

 YＭＣＡでは、赤三角マークが示すように子どもたちの精神・知性・身体のバランスのとれた全人的

な成長を願っています。 

 また、ＹＭＣＡでは全てのプログラムの中で、大切な価値を育むための CD（キャラクターディベロッ

プメント）推進活動を展開しております。大切な価値とは、①Caring（思いやり）②Honesty（誠実さ）③

Responsibility（責任感）④Respect（尊敬心）です。 

 

 

 

                 

 

 

 

インフォメーション 

 

授業回数と休講・休館について 

祝祭日をはじめ、開講準備・館内一斉清掃や研修等の為、プログラムをお休み、または休館にさせ

ていただく期間がございます。 

詳細は、『ＹＭＣＡ年間クラスカレンダー』（ホームページ内）をご確認ください。 

 

参加費・会費納入について 

参加費・会費は、金融機関からの口座振替（引落）とさせていただいております。引落日は参加月の

前月２６日（前払い。土・日・祝日の場合は翌営業日）です。入会される月に、初月分・翌月分の２ヶ月

分を現金にてお支払いいただき、３ヶ月目以降はご記入いただきました金融機関の口座より引落開

始となります。 

Ｃａｒｉｎｇ ・・・・・・・・・ 思いやり 

Ｈｏｎｅｓｔｙ ・・・・・・・ 誠実さ 

Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ ・・ 責任感 

Ｒｅｓｐｅｃｔ ・・・・・・・ 尊敬心 

 

 

Ｓｐｉｒｉｔ ・・・・・・・・・ 精神 

Ｍｉｎｄ ・・・・・・・・・ 知性 

Ｂｏｄｙ ・・・・・・・・・ 身体 
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＊ 熊本 YMCAにはじめてご参加いただく際は、入会登録手数料１，０８０円が必要となります。 

＊ 引落による領収書の発行はいたしません。通帳の記帳を持ってかえさせていただきます。 

＊ 残高不足による引落不能の場合は、ＹＭＣＡの受付にて現金でお支払いいただくか、翌月に２ヶ

月分まとめて引落させていただきます。 

 

自然災害時の休講について 

授業日に大雨や台風、積雪等でご家庭・YMCA 間の移動に危険が伴うことが予測された場合は、お

子様の安全を優先し、休講とさせていただく場合がございます。その際の振替・返金は行いませんの

で、あらかじめご了承ください。なお、振替クラスが休講となった場合も含みます。 

 

出席の取り扱い 

ＹＭＣＡでは学校保健法に準じ、以下の病気が発病した場合、クラスへの参加をご遠慮いただいて

おります。なお、その場合の期間は公欠扱いとなります。 

病 名 出席停止の期間 

風 疹（三日ばしか） 

水 痘（水ぼうそう） 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

百日ぜき 

咽頭結膜熱（プール熱） 

麻疹（はしか） 

インフルエンザ 

流行性角結膜炎（はやり目） 

腸管出血性大腸菌感染症（O-157） 

発疹が消失するまで 

全ての発疹がかさぶたになるまで 

耳下腺の腫れが消えるまで 

特有のせきが消え、伝染の恐れがないと認められるまで 

主要症状が消えた後２日を経過するまで 

解熱した後３日を経過するまで 

発症から５日かつ解熱した後２日を経過するまで 

症状が治るまで 

下痢のある期間 

結核 

急性出血性結膜炎                 

溶蓮菌感染症 

ヘルパンギーナ 

感染性胃腸炎                

手足口病 

マイコプラズマ感染症 

ウイルス性肝炎 

伝染性紅斑（りんご病） 

医師において伝染の恐れがないと認められるまで 

＊水イボ・とびひ：学校保健法上では規定されていません。医師の診断に従ったうえで、クラスへの

参加をご判断ください。ご参加の際は、よろしければスタッフまでご相談ください。 

 

＊その他の公欠扱いは下記の通りです。（振替制度の適用あり） 

１．身内に不幸があった場合（忌引） 

２．学校･幼稚園･保育園で決められている行事でお休みされる場合 

  例・・・修学旅行、キャンプ、お泊り保育など 

３．ＹＭＣＡ内での行事・キャンプ等に参加でクラスをお休みされる場合 



 

 

 

4 

なお、感染症拡大防止のため、学年、学級閉鎖となり自宅待機となっているお子様や、ご家族が感

染されているお子様に関してのプログラム参加はご遠慮いただきますようお願いします。その場合

の欠席も公欠扱いとなります。 

 

＊ご用事などでやむを得ずお休みをされる場合もＹＭＣＡまでご連絡くださいますようお願いします。 

 

安全対策について 

安全については十分に配慮しておりますが、万が一に備えて、ＹＭＣＡ安全対策本部を常設し、負傷

に対処できるようにしております。 

また、負傷の際には、ご家族の健康保険を利用させていただきますことをご了承ください。 

 

メンバーシップカードについて 

ＹＭＣＡメンバーシップカードはＩＣチップ内蔵のカードで、クラスやボランティア活動の出席管理等に

使用します。クラス参加の際は必ずご提出ください。カードは折り曲げたり、濡らしたり、高温の場所

や強い磁気のあるところに置くのは避け、大切に保管・携帯してください。なお、カードを紛失された

り、使用できない状態となった場合は、速やかに再発行の手続きをお願いします。再発行料は５４０

円（読取不良による交換は２７０円）です。 

 

持ち物について 

書道（毛筆・硬筆） 書道道具一式、汚れていい服、８マス国語ノート、水筒 

そろばん そろばん、筆記用具、水筒 

空手 動きやすい服（空手道着の着用は任意です）、タオル、水筒、着替え 

※ 衣類や靴を含め、持ち物にはすべてお名前の記入をお願いします。 

※ 靴の履き間違いが発生します。特にゴム製サンダルや人気のある靴は多発します。お名前の

記入や目印をつける等の工夫をお願いします。 

※ 水筒の中身は、炭酸飲料やジュースでないものをお願いします。 

 

書道クラスについて 

＊書道道具一式は各自ご準備をお願いします。練習用・清書用の書道半紙はＹＭＣＡで準備します。 

＊年１回１１月頃に、一東書道会主催の昇級審査に作品を提出して審査を受けます。 

 

そろばんクラスについて 

＊そろばんは、２３桁のもの、カバ玉素材のものを各自ご準備ください。プラスチック素材のもの、玉

をはじく時に跳ね上がりそうな位玉が軽いものは、計算ミスにつながりますので避けてください。また、

講師からのお勧めそろばんのご紹介が可能です。詳しくはお尋ねください。 

＊年に６回程度実施されている全国珠算教育連盟による珠算・暗算の検定試験を、クラスの中で受

験できます。上達の進度に合わせて受験の機会、受験級などを講師からご案内します。 
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空手クラスについて 

＊空手衣・白帯・・・空手衣・白帯の着用は任意となります。購入ご希望の方は個人でのご準備となり

ますが、インターネット販売のご紹介が可能です。 

＊拳サポーター・・・組手練習の際に使用します。個人でのご準備となりますが、空手衣と同じインタ

ーネット販売のご紹介が可能です。使用開始時期については、講師よりご案内い

たします。 

＊空 手 帯・・・・・日頃の練習の中で講師が審査を行い、上達の進度によって色帯を取扱います。 

黄色帯は、個人所有（帯代１，０００円）かＹＭＣＡからのレンタルのどちらかを選

択できます。緑帯以降はＹＭＣＡからのレンタルはございません。帯代１，０００円

をお収めいただきます。詳細は上達の進度に応じて講師よりご案内いたします。 

 

 

送迎バス利用の皆さまへお願い 

・ 送迎バスをご利用の方は事前に窓口にて手続きが必要です。お電話でのバス利用申込は出来ま

せん。 

・ 原則として、お子様だけのご利用となりますので、保護者様のご乗車はご遠慮ください。 

・ 送迎バス利用申込書の提出がない場合、バスの利用は出来ません。 

・ 停車場所には予定時刻の５分前には集合しておいてください。 

・ 停車場所には交通事情等により予定時刻に遅れる場合がございますのでご了承ください。 

・ 欠席及びバスをご利用されない場合は、事前に必ずご連絡ください。 

・ 予定時刻にバス停にいらっしゃらない場合は、バスは出発させていただきます。（交通渋滞の原因、

次の乗車の方々の遅れの原因になる場合がございます）予めご了承ください。 

・ バスご利用の方は目印としてＹＭＣＡバックの購入をお願いします。 

・ 乗降はお申込時の場所に限らせていただきます。 

・ バスの中での飲食はできません。 

・ 遊具・貴重品などは持ってこないようにお願いします。 

・ 小学生未満のお子様は、必ず乗降車場所への送迎をお願い致します。お迎えが定刻を過ぎても

確認できない場合にはお子様の安全を考慮し、一旦ＹＭＣＡまでお連れ致します。 
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各種届について 

ご入会時にご記入いただきました内容に変更が生じた場合は以下の手続きが必要となります。 

届出 内容・期限 受付方法 

住所・電話番号 

氏名変更届 

 

住所・電話番号・氏名を変更される場合・随時受付 

 

電話受付可 

引落口座変更 

 

引落口座を変更される場合・随時受付 

通帳・届出印が必要 

 

※  ※口座変更完了（要１～２ヶ月）までは旧口座からの 

※    引落となります。 

 

窓口受付 

※要通帳・ 

届出印 

クラス変更・追加届 

 

クラスを変更（曜日変更・追加など）される場合・随時受付 

 

※クラスの変更は月単位です。 

また変更後の参加費が高くなる場合は、受付時に差額を

現金にてお支払いとなります。 

 

電話にて 

事前連絡後 

窓口受付 

休会届 

 

１ヶ月単位でお休みをされる場合 （※最長３ヶ月） 

      [休会料 １，０８０円／月 ・ クラス] 

休会料は１ヶ月・１クラス単位で発生します。        

 

手続きは休会希望月の前月の１０日まで 
※１１日～月末迄のお届けの場合は事務手続きの関係上（前払い制

のため）、一旦引落の後、調整となります。 

 

（例）３月を休会される場合、２月１０日までに届を提出 

 

窓口受付 

退会届 

 

ＹＭＣＡを退会される場合 

 

手続きは退会希望月の１０日まで  
※１１日～月末迄のお届けの場合は事務手続きの関係上（前払い制

のため）、退会後に参加費・会費が引落される場合があります。（後

日、返金いたします） 

 

（例）３月末で退会をする場合、３月１０日までに届を提出 

 

窓口受付 

※要印鑑 

※手続きの際、印鑑及びメンバーシップカードが必要となりますので、必ずご持参ください。 
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保護者のみなさまへお願い 

ＹＭＣＡでは万全の安全対策をとっておりますが、ご家庭でも下記の健康チェックを行っていただき、

安全にご参加いただけますようご協力お願いいたします。その際、疲れ・風邪気味・その他医師より

注意を受けているお子様は参加を見送られますようお願いします。 

 

■家を出る前のチェック 

 熱はないか  疲れている様子はないか 

 風邪はひいていないか  耳・目・皮膚に病変はないか 

 顔色やしぐさが普段と異なっていないか  食欲はあるか 

 

■家に帰った後のチェック 

 動作に活気がなく、けだるい様子はないか 

 顔色が悪かったり、吐き気をもよおしたりすることはないか 

 寒気がするようなことはないか 

 その他、健康上平常との違いはないか 

 

以上の項目におきまして万一、異常があるようでしたらＹＭＣＡまでご連絡をお願いします。 

 

尚、下記の内容に該当するお子様は、ＹＭＣＡのプログラムに参加できない場合もございます。 

お申込みの時点でＹＭＣＡの職員もしくは担当者にご相談くださいますようお願いします。 

 

・・・・・・・・・ＹＭＣＡプログラム参加について相談が必要な例・・・・・・・・ 

 

ａ. 結核及び要注意の方・肋膜炎の方        ｆ. 目・耳に病気または異常のある方 

ｂ. 心臓・腎臓疾患の方                     g. 皮膚疾患の方 

ｃ. 脚気・糖尿・高、低血圧の方             h. リウマチス（心臓に異常のある方） 

ｄ. 脳貧血を起こしやすい方               ｉ. その他（医師より禁じられている方） 

ｅ. てんかん体質・卒倒性体質の方        

 

また、受講するにあたり、様々な障がいをお持ちの場合は、医師や関係者と相談の上、ＹＭＣＡに

もご連絡をお願いします。 
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会員及び利用者等の個人情報の取扱について 

 

公益財団法人熊本ＹＭＣＡ（以下、「熊本ＹＭＣＡ」という。）は、皆様が熊本ＹＭＣＡの実施する講

座・講習会へのご参加に際して、皆様よりご提出いただいたＹＭＣＡ登録カード若しくは申込書等に記

載された個人情報及びプログラム実施中等に撮影した写真については、下記の①から⑩の利用目

的の達成に必要な範囲内で利用いたします。また、あらかじめ皆様の同意を得ないで利用目的の範

囲を超えて取扱うことはいたしません。公開情報等から間接的に取得する場合も同様です。なお、下

記の利用にお差し支えある場合は、所属ＹＭＣＡへお申し出ください。 

 

【保有個人データの利用目的】 

①熊本ＹＭＣＡ内部における、会員及び利用者等の登録、変更及び抹消等の管理、会計及び経理

業務、サービスの提供のための管理業務を行うため 

②熊本ＹＭＣＡが講座、講習会その他諸行事等を実施するに当たって、会員及び利用者等ご本人

であることを確認するため 

③熊本ＹＭＣＡが実施する講座、講習会その他諸行事等の案内書、募金依頼に関する文書及びＹ

ＭＣＡニュース等の配布物送付を行うため 

④会員及び利用者等からのお問合せへの回答、拾得物の連絡、その他緊急時の個別お問合せ

への連絡を行うため 

 ⑤会費、参加費等納入のお問合せ及びご連絡を行うため 

⑥会員及び利用者等に対するＥメールを利用した情報の提供を行うため 

⑦熊本ＹＭＣＡが行う業務やサービスの維持・改善のための基礎資料作成を行うため 

⑧熊本ＹＭＣＡが提供するサービスに関するアンケート、調査、意見の受領等によりサービスの改

善に役立てる資料の入手を行うため 

⑨熊本ＹＭＣＡ事業報告書の掲載用写真として使用するため 

⑩熊本ＹＭＣＡの事業を広報するための制作物（リーフレット・ＨＰ・ビデオなど）の掲載用写真とし

て使用するため 

以上 

 

 

 

電話・窓口受付時間 

ＹＭＣＡ 月～金 土 日 

中央 ９：３０～１９：００ ９：３０～１７：００ 休館 

みなみ ９：３０～２０：００ ９：３０～２０：００ ９：３０～１７：００ 

ながみねファミリー ９：３０～１９：００ ９：３０～１７：００ 休館 

むさし ９：３０～１９：００ ９：３０～１９：００ 休館 

※祝日、長期休暇（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始等）は変更になる場合があります。 
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