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■YMCAとは 

 

 YMCA(Young Men’s Christian Association)は、1844年イギリスのロンドンで誕生し現在世界124の国

と地域で活動するキリスト教を基盤に持つ世界最大級の国際的青少年団体です。 

 熊本にYMCAが生まれたのは、戦後間もない1948年。現在では、熊本市内を中心に10ヵ所を超える

施設に一万人の仲間が集う総合的な社会教育団体として、青少年運動の輪を拡げています。「社会階

層や性別、年齢に関係なく、多くの人に成長と学びの場を」という「生涯教育」の願いに基づき、語学教

育、健康教育、進学教育、職能教育といった活動をはじめ、国際交流やボランティア活動についても

様々なプログラムを提供するなど、幅広い活動を展開しています。 

 YMCAのシンボルマークである赤い逆三角形は、精神(Spirit)、知性(Mind)、身体(Body)のバランスの

取れた成長を表しています。 

 また、YMCAでは「キャラクター・ディベロップメント（CD）」の取り組みも展開しています。YMCAに求めら

れるもの、また人格形成に必要なものという観点から、「Caring（思いやり）」・「Honesty（誠実さ）」・

「Responsibility（責任感）」・「Respect（尊敬心）」という4つのバリュー（価値）を掲げ、この4つの価値を

大切にする、キャラクター（人格）のディベロップメント（向上）を念頭にYMCAの活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後サザンスクールのコンセプト 

 

放課後の子どもたちのもうひとつの「家」として、楽しくて充実した、安心の時間と空間を提供します。 

現代社会の中で、子どもたちが安心してたくさんのお友だちと自由に楽しく遊ぶ場所、そして大切な学び

の機会を提供して働く保護者の皆様を支援します。 

 

 

■放課後サザンスクールの特色と運営方針 

 

熊本YMCAは、熊本の地域と共に1948年の創立以来、青少年の精神・知性・身体の調和の取れた全

人的成長を願い、すべての人々がひとつとなるための働きを続けてきました。 

◇みなみYMCAの「放課後サザンスクール」では… 

*ただのお預かり保育ではなく、もうひとつの「家」として、安全で安心して全人的な成長ができる場所

を提供します。 

*様々な年齢の子どもたちが、自主的に遊びの集団を形成する場所を提供し、協調力・コミュニケー

ション力をつけます。 

*優しさや思いやりの心を養い、またいのちの尊さに気付くことができるよう働きかけます。 

*基本的な生活習慣・学習習慣を身につけるとともに、自立の精神を養います。 

*学びの時間では自分考える、わかるプロセスを大切にします。 

 

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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■基本内容 

 

 【対象】 小1～小6 【定員】 25名 

 【場所】 みなみYMCA 2階 学習室・ぶどうの木幼児園保育室 

 【日程】 毎週月曜日～金曜日（週5回もしくは3回） 

  ※基本的に熊本市立小学校の始業式～終業式の間の開講です。8月の通常クラスは 

          お休みとなり、夏休み期間のサザンスクールを実施します。（要申込） 

  ※祝祭日・熊本市立小学校の長期休暇期間を除きます。具体的な日程につきましては、 

    別紙の年間クラスカレンダーをご確認ください。 

 【時間】 14:00～19：30 

  ※特別時間割など、小学校が早く終わる場合などは事前にご相談ください。 

  ※19：30より早くお迎えに来ていただいても構いません。 

   【送迎】 YMCA規定のバス路線のみご利用可能です。指定の時間・場所で乗降ください。 

            みなみYMCA以外の施設（学校・育成クラブ・他の学習塾など）への送迎は行っておりませ 

ん。 

 

 

■時間の延長について 

 

◇ご相談により午前中からお受け入れできる場合があります。 

（昼食が必要な場合はお弁当をお持たせください。） 

※1時間につき800円の時間外もしくは延長料金が発生いたします。 

 （送迎バス運行時間外での送迎は保護者の方でお願い致します。） 

◇19：30を過ぎる延長が発生しました場合、延長料金を400円と致します。なお、20時以降の延長は

行っておりません。 

◇発生しました延長料金につきましては毎月10日締めとしまして、次月分の参加費（月額）と合わせて

請求させて頂きます。（翌月の引落額にて調整いたします。） 

 

 

■基本的な毎日のスケジュール内容 

         ＊新学期開始時はこの通りにならない場合がありますのでご了承ください。 

   

 14:00 おやつの時間 

クッキーなどの軽いおやつと麦茶などの飲み物を用意します。食物アレルギーなどは参

加者調査書などにて事前にお知らせください。 

14:30   宿題の時間 

机に向かって学校の宿題をします。基本として自学習となり教科指導はいたしません。 

帰宅後に宿題をする習慣をつけることを目的とします。 

自由あそび 

自分たちがやりたいと思ったことなどを自由に取り入れて遊びます。なるべくたくさんのお

友だちと、なかよく遊べるように促します。 

17:00 学びの時間 

曜日によって異なる内容の学びの時間です。リーダーが指導にあたります（後述）。 

 18:00 自由あそび 

 18:30 あとかたづけ 

使った遊具や勉強道具などを整理整頓します。使用した教室も協力して掃除をします。 

 19:00 プログラム終了 

「また、あした！」保護者の方によるお迎え、または無料送迎路線バスを利用して、おうち

へ帰ります。（送迎路線バスの最終便は19：20発です。） 

※プログラム時間等は変更する場合がございます 
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■学びの時間について 

   サザンスクールでは学びの時間を設けています。自主学習の時間を設けることで学習習慣を身につ 

けることがねらいです。講師による学習指導ではありませんのであらかじめご承知おきください。 

 

◇自主学習の時間 

*お子様の学力をみながら適切なプリント問題に取り組みます。 

*国語の教材は文章を読みとる力（読解力）と書く力を身につけることを目的としたものを使用します。 

*算数の教材は柔軟な発想力、すじ道をたてて考えられる思考力、条件などを読みとる分析力を鍛

える問題を使用します。 

*自主学習ですので基本的にお子様がやりたい学習（学校の宿題など）を行ってもかまいません。 

*興味のあるお子様は基本的な英語の教材も使用します。（アルファベット・簡単な英単語など） 

 

◇(火) 絵画・造形教室 

*専門講師の指導による教室です。 

*絵を描いたり、物を作ることを通して、子どもたちが持っている素直な心を豊かに伸ばし、創造性を

自由に表現できるクラスです。水彩画、造形（紙粘土での制作）などを中心に行います。 

 

 

■ご提出いただく書類 

 

◇申込書類一式（受講開始前） 

◇送迎バス利用申込書（バス利用開始前） ＊バス利用者のみ 

◇放課後サザンスクール参加者調査書（年に1回） 

  この調査書をもって、緊急連絡先や健康状態・アレルギーなどについて確認させていただきます。 

◇週間参加予定記入表（1週間に1回、前週土曜日までに必ずご提出をお願いします） 

  提出いただいた予定に基づき、リーダー・講師の配置を行います。 

  バス利用の方はこの予定表をもとに運行計画をします。 

  お申込時に、予定表提出方法をお知らせください。（メール、ファックス、ご持参） 

◇ご入会時や、年に１回、お子さまの状況をお尋ねするために担当者と面談をさせていただきます。 

 

 

■メンバーシップカードについて 

◇ＹＭＣＡでは、メンバーシップカードの提出で出席管理等に使用しますので、クラス参加の際は必ずご

提出ください。 

なお、メンバーシップカードを紛失・破損され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（読取不良の場合２７０円）です。 
 

 

■ご準備いただくもの・持ってくるもの 

 

*YMCAメンバーシップカード 

*タオル 

*身のまわりで必要なもの（ハンカチ・ティッシュなど） 

*着替えなど（必要に応じてご準備ください） 

*筆記用具（色えんぴつもご準備ください） 

*学校の宿題と、必要な教科書・教材など 

*宿題が早く終わった場合など用に読書用の本や問題集など 

*（絵画・造形教室用）水性絵の具、パレット、絵筆（大・小） ※水入れは必要ありません。 

*（絵画・造形教室用）クレパス（クレヨンよりもクレパスをお薦めします） 

もし絵画用品を新しく購入される場合、以下のものをご案内しています。 

     絵の具…サクラマット水彩（ポリチューブ入り12色）  クレパス…サクラクレパス（16色） 

※学校で使用しているもの・ご自宅にお持ちのもので構いません。 

※持ち物には、必ず記名をお願い致します。 



4 

 

 

※放課後サザンスクール参加者用の棚に、荷物を置いておくこともできます。ただし、紛失等に関して

YMCAでは責任を負いかねます。予めご了承ください。 

※放課後サザンスクール以外のプログラムに参加される場合は、その準備もお願いします。 

※携帯電話の使用は禁止しています。特別に必要な場合は事前にお申し出ください。 

    

 

■参加費・会費納入について 

 

* 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。 

* 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の受付窓口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。 

* 通常のサザンスクールがお休みの8月分は参加費・会費ともに頂きません。 

* 年間教材費は、毎年４月分参加費とあわせてお引落いたします。 

* 学校がお休み期間（春休み・夏休み・冬休み）のサザンスクールについては別途ご案内します。 

 

 

■自然災害時の休講について 

大雨や台風、積雪等でご家庭や学校・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、プログラムを休講とさせていただく場合がございます。その場合は、熊本YMCAのホーム

ページ上にてお知らせを行います。この際の振替・返金は行いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

■他のプログラムへの参加について 

 

* みなみYMCAの他のプログラム（スイミング・体操・新体操・サッカー・HIP☆HOP・こども英語等）へ参

加することができます。（別途追加費用が必要です。） 

* 放課後サザンスクール在籍生の他プログラム受講の場合は、セット料金が適用されます。 

追加料金：スポーツ月額３，１８０円（１クラス）、えいご月額６，２００円 ※ＹＭＣＡ会員価格 

（ユニフォーム代や教材費などは別途。サザンスクール休会月は通常価格となります。） 

* 放課後サザンスクールの時間帯の中での他プログラム参加では、該当プログラムまでお子様を引き

継ぎし、放課後サザンスクールのプログラムを一時的に離れていただく形になります。 

* 他プログラムの受講につきましてはそれぞれのプログラムのハンドブック・実施要綱をご確認ください。 

* 年間スケジュールによって、小学校および放課後サザンスクールがお休みの日に他プログラムのみ

実施される場合や、小学校および放課後サザンスクールのある日に他プログラムのみお休みとな

る場合があります。ご注意ください。 （＊サザンスクール・えいご・健康クラスカレンダーをご確認く

ださい。） 

* みなみYMCA以外の施設（学校・育成クラブ・他の学習塾など）への送迎は行っておりません。また、

一旦YMCAを出られた場合はその日の放課後サザンスクールのご参加は終了となります。 

 

 

■各種届について 

 

お届けいただいている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。届出は、すべて受

付窓口受付にて承ります。手続きの際は、印鑑およびメンバーシップカードをご持参ください。 
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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。 

窓口にて 

受付 

※要通帳・ 

届出印 

クラス変更 

追加届 

クラスを変更（週の回数変更・他クラス追加など）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 

窓口にて 

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 

窓口にて 

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 

窓口にて 

受付 

※要印鑑 

 

 

■出席について 

 

YMCAでは、学校保健法に準じ、以下の病気が発病した場合にプログラムへの参加をご遠慮いただい

ております。 

病 名 出席停止の期間 

インフルエンザ 発症から５日かつ解熱した後２日を経過するまで 
風 疹（三日ばしか） 発疹が消失するまで 
水 痘（水ぼうそう） 全ての発疹がかさぶたになるまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺の腫れが消えるまで 
百日ぜき 特有のせきが消え、伝染の恐れがないと認められるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消えた後２日を経過するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 
流行性角結膜炎（はやり目） 症状が治るまで 

腸管出血性大腸菌感染症（O-157） 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。医師によって違いますのでYMCAでは、水イ
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ボは水疱が無くなるまで、とびひは完全に無くなるまではプログラム参加をご遠慮ください。 

※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参加はご遠慮いただきますようお願いします。 

 

＊放課後サザンスクールでは、ご欠席や休講の際の補講は実施致しませんのでご了承ください。 

＊お休みをされる場合や予定より遅れての参加などは、できるだけ早めにYMCAまでご連絡いただきま

すようお願い致します。送迎バスご利用の方は、その旨も一緒にお知らせください。 

 

 

■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。 

YMCAでは施設賠償保険に加入いたします。また、負傷の際には、ご家族の健康保険を利用させて頂

きますことをご了承ください。 

万が一の際、応急処置だけでは済まない場合などは保護者の方へご連絡を差し上げますと共に、状況

に応じて速やかに医療機関を利用いたしますのでご承知ください。 

 

 

■送迎バスご利用の際のお願い 

 

* 送迎バスをご利用の方は必ず事前にバス利用申込書をご提出ください。利用申込書の事前の提出

がない場合、バスの利用は出来ません。また、お電話でのバス利用申込・場所変更は出来ません。 

* 放課後サザンスクールの送迎をお申込の際は、利用される時刻のバスをお申込ください。 

* 乗降はお申込の場所に限らせていただきます。 

* 欠席の場合やバスを利用されない場合には必ず遅くとも１時間前までにご連絡ください。 

* お迎えの場所と時間を、お子さまと必ず事前にご確認ください。 

* 小学校の担任の先生にもみなみYMCAの放課後サザンスクールに参加される旨・送迎バスを利用さ

れる旨を必ずお伝えください。 

* 利用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。 

* 交通事情等により予定時刻より遅れる場合がございますのでご了承ください。 

* 予定時刻に利用場所にいらっしゃらない場合には、お子さまの安全面確認のためにも、ご自宅もしく

は緊急連絡先へ連絡し、バス利用の有無を確認させていただいております。 

* 送迎バスの円滑な運行のため、予定時刻を過ぎても送迎場所にいらっしゃらない場合は、バスを通

過させていただきます。 

* 送迎バス運行時間外での送迎（特別時間割の際など）は、保護者の方でお願い致します。 

* バスの中での飲食はしないようにお願い致します。 

* 送迎バスはお子さまだけのご利用となりますので、保護者の方はご遠慮ください。 

* 遊具・貴重品などは持ってこないようにお願い致します。お忘れ物にご注意ください。 

 

 

■その他のインフォメーション 

 

* YMCA・ご家庭間の連絡帳をご用意いたします。毎日、ご帰宅後にご確認ください。別途お手紙をお

渡しすることがありますので、あわせてご確認いただきますようお願いします。 

* お子さまのプログラム内での様子について、担当スタッフやリーダー（YMCAでは指導者のことをリー

ダーと呼びます）より保護者様に相談させていただく場合があります。一人ひとりのケアのためご協力

をよろしくお願い致します。 

* 自由あそびの時間に、なわとび・折り紙などの学校に持っていくことができる程度の簡単な遊具はお

持たせ頂いても構いません（ボールあそびは安全のため禁止とさせて頂きます）。ただし遊具の利用

において生じた故障や紛失などについて、YMCAでは責任を負いかねますので予めご了承ください。 

* プログラムの安全・健全な実施のため、以下のものはお持たせになりませんようお願い致します。 

高価なおもちゃ・コンピューターゲームなど  多額のお小遣いや貴重品など 
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マンガ本     ナイフなどの危険なもの 

ガムなどの食べ物や飲み物（決められた時間に決められた場所でのみ飲食できます） 

※携帯電話の利用が必要な場合は事前にお知らせください。 

◇年間スケジュールはサザンスクール開始日（4月7日）にお配りします。 

 

■会員及び利用者等の個人情報のお取り扱いについて 

 

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

YMCA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、授業料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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 熊本 YMCA みなみ YMCA放課後サザンスクール 

〒862-0962 熊本市南区田迎 5-12-50 

TEL 096-378-9370   FAX 096-378-9383 

Eメール k-minami@kumamoto-ymca.org 

受付時間 月～土 9:30～20:00  日・祝 9:30～17:00 

 
2017.2 


