


ＹＭＣＡとは、Young Men's Christian Association の略称です。1844 年イギリスで 12 名の青年たちによって設立されました。やがてＹＭＣＡ

運動は世界に広まり、青少年の精神・知性・身体の全人格的成長を願い様々な活動が展開されていきました。アメリカのＹＭＣＡではバスケッ

トボールやバレーボールなどが開発され、日本のＹＭＣＡでは国内初の室内プールが作られたり、英語教育が先駆的に行われたりしたことが知

られています。現在、世界 119 の国と地域にＹＭＣＡがあり、青少年団体・ボランティア団体としては世界最大のものとして発展しています。ぐ

んまＹＭＣＡ（前橋ＹＭＣＡ）は 1963 年の設立以来、青少年を対象にした様々なプログラムと、そこにかかわるボランティアリーダーの養成を

大きな使命として活動を続けています。ぐんまＹＭＣＡにはトレーニングを受けたボランティアリーダーがいて、子どもたちの成長を願いなが

ら一緒に活動をしています。

～１歳半からの基礎教育

　ともだち・おひさま・やさしいこころ～

サッカークラス

クラス名 対　象 曜日・時間 １学期 ２学期 ３学期 場　所

年中～高３ 週１回／木曜日
午後　4:30～6:00

群馬大学
荒牧キャンパス等

＊祝日はお休みです。

ＹＭＣＡサッカーは、サッカー技術の向上はもちろん、フェアプレー精神を大切にしています。みんなとサッカーをするから楽しい、ルールがある

からおもしろい、仕返しはしない、一生懸命プレイして勝っても負けても握手、そんなフェアプレーを育てていきたいと考えています。運動が苦手

でも、サッカーが初めてでも、身体を動かす楽しさを感じてもらえたらと考えています。

～勝ち負けよりも楽しさを！

　サッカーを通じて心と体の成長を…～

4/12～7/5
(計12回)

9/6～12/6
(計14回)

1/10～3/7
(計９回)

ナースリー
たんぽぽぐみ

クラス名 対　象 曜日・時間 １学期 ２学期 ３学期 場　所
１歳６ヶ月
～３歳児 月・水・金10時～12時 ぐんまＹＭＣＡ

及び近隣公園

＊詳しくは、別紙「ナースリーのご案内」をご覧下さい。

おひさま ナースリー
在園児･卒園児

４/16～７/13 ９/12～12/14 １/７～３/15
月・水・金12時～14時
火・木 ９時～14時

ＹＭＣＡナースリークラスは、キリスト教理念に基づいた基礎教育クラスです。一人一人の個性や、興味、関心を大切にした指導を行います。年間

を通じて様々なプログラムを用意し、お友だちとのかかわりや自然とのふれあいをたくさん体験できるようなカリキュラムを設けています。ぐんま

ＹＭＣＡ（前橋ＹＭＣＡ）が50年以上にわたり培ってきた理念とプログラムを通じて、感謝の気持ち・社会性・自然に対する感性をのばし、やさし

い心をもつ子どもたちを育てていきたいと願っています。

対　象 曜　日 活　動　内　容

年少～年長
（定員40名）

＊「たんぽぽ」と「コンパス」は、同日開催ですので、きょうだいでの参加がしやすい日程となっております。

＊ 中学生のジュニアリーダー（若干名）を募集しています。詳しくはお問合せください。

たんぽぽ 豊かな自然体験とグループ活動を通じて、子どもたちの心身ともにバランスの取れた成長（全
人的成長）を目指します。毎月の活動では学校外の友人、そして身近なお兄さんお姉さんであ
るリーダーとの出会いがあります。今年度も、現代の豊かな食環境の中にいる子どもたちに、
あらためて「食」に向き合い、体験し、感じ、考えて欲しいとの願いをこめて、『ＹＭＣＡ稲作プ
ロジェクト』を行います。その他、山中湖でのカヌー体験（7月）、ハイキング（11月）、雪遊び（1
月）など年齢、季節に合わせた活動を予定しています。

～仲間と楽しく自然体験!!

キーワードは､友だち・おひさま･･･やさしい心～

月１回／日曜日
日帰り･1泊プログラム

小１～小６
（定員40名）

コンパス

活動予定日 4/15　5/13　6/3　6/30-7/1　9/2　10/14　11/11　1/20　2/17

活動名

日帰り野外活動

サッカー

YMCAナースリー



～子どもたちに遊びの場を、
　　お母さん・お父さんに憩いの場を
　　　　　　　みんなのために集いの場を～

＜活動内容＞

特別な支援を必要としている子どもたちってどんな子どもたち？

いわゆるＬＤ、ＡＤ／ＨＤ、高機能自閉症などの発達障がいの子どもた

ちです。読むこと、書くこと、計算することが苦手、人とかかわること

が苦手など、一般的な学習方法や伝達方法、かかわり方では、困ってし

まう子どもたちです。つまり、世の中の大多数の人々が共有しているル

ール、スピードに合わせた生活をすることが苦しい子どもたちです。

YMCAからのお願い

ぐんまＹＭＣＡでは、参加する子どもたち一人一人にとって最良のプロ

グラムを提供したいと思っています。参加希望のお子さまに合ったクラ

スを紹介させて頂きたく、保護者の方より伺った本人の状態や、本人と

の面談を通してクラスに参加して頂きたいと思います。ご希望のクラス

での支援体制が整なわない場合などは、参加をご遠慮頂く場合もござい

ます。ご理解の程をよろしくお願い致します。また、クラスの見学を随

時承っております。一度クラスの様子をご覧になった上でご入会をご検

討ください。

オレンジ
（グループ活動）

あおぞら
（野外活動）

集団遊びや工作、おやつ作り、季節の行事を通じてグループで活動する楽しさを経験します。
必要に応じて個別セッションを行います。（放課後等デイサービス「カラフル」内で行います。）

カラフル
（放課後等デイサービス）

放課後及び、長期休暇期間にお子様の居場所となり、コミュニケーション支援や学習支援を行います。
国と自治体の給付により、ご利用料のうち1割のご負担でご利用できます。

スマイル
（グループ活動）

月に１回のＹＭＣＡ会館を中心としたグループ活動です。活動内容を話し合ったり、外で昼食を食べたり、
ボーリングをすることもあります。

月に１回の野外活動をリーダーやお友だちと一緒に楽しみます。電車・バスを利用して出かけたり、
赤城キャンプでの野外炊事やスキー場でのスキーにもチャレンジします。

＜ＹＭＣＡの想い＞

●子どもたちにとって苦しくない場、楽しいと思える場を提供します。

●人とかかわり合うことの楽しさを伝えていきます。

●社会におけるルールの便利さを伝えていきます。

●ご家族のみなさんにとっても楽しい場、安心のできる場を提供します。

●子どもたちの支援を充実させるための情報を提供します。

●子どもたちをとりまく支援のネットワーク（本人同士のつながり、

　家族同士のつながり）がうまれることを目指します。

対象：小学生～中高生（特別な支援を必要としている子どもたち）

子どもたちに・・・

ご家庭のみなさんに・・・

オレンジ

クラス名 対　象 曜日・時間 １学期 ２学期 ３学期

クラス名 対　象 曜日・時間 １学期 ２学期 ３学期

あおぞら

４/20～７/13 ９/14～12/７ １/18～３/８

4/22・5/27・6/17・
7/15

9/23-24（1泊キャンプ）
10/21・11/25

1/27・
2/９-10（1泊キャンプ）

週１回／金曜日
午後4:30～6:00

月１回／日曜日
デイキャンプ

小１～中高生
（定員10名）

カラフル 平日の放課後～午後6：00（午後7：00まで延長可）
長期休暇期間については午前からの利用が可能です。詳しくはお問い合わせください。

小１～中高生
（定員10名）

小１～中高生
（定員20名）

スマイル 日程はお問合せ下さい。（５月開講予定）月１回／日曜日
日帰りプログラム

中高生
（定員10名）

ベースボールクラス

クラス名 対　象 曜日・時間 １学期 ２学期 ３学期 場　所

小１～高３ 月１~２回／土曜日
午前9:30～12:00

前橋市内グラウンド等
（別途ご案内します）

＊祝日はお休みです。

ＹＭＣＡベースボールクラスは、野球技術の向上はもちろん、野球を

通してチームメイトとの友情・連帯感を育てる事を大切にしています。

野球を楽しむと共に､「できた!!」喜びをみんなで分かち合います。初

めてのお友だち、経験のあるお友だち、野球が好きなお友だち、どん

な方でも大歓迎です。ぜひＹＭＣＡで野球を始めてみませんか？

４/14  4/21  5/19
5/26  6/2  6/16
７/21  （計７回）

9/8  9/22  10/13
10/20  11/3  11/17
12/1 12/15（計８回）

1/26　2/3
2/16　3/16
（計４回）

～チームメイトとの友情・連帯感を育てます！～

特別支援プログラム

カラフル・オレンジ・あおぞら・スマイル

■小学生～中高生対象プログラム

■中高生対象プログラム

ベースボール



②申し込み書類のご提出（必要書類は受付時にご案内致します。）
③費用のご納入（入会金・年会費・登録費・講習費または活動費）
　※ご継続の場合、入会金は必要ありません。
　※たんぽぽ･コンパス･あおぞらについては、各回別途ご案内致します。活動日当日にご納入ください。

【 Caring】 【 Honesty】

【 Responsibility】 【 Respect】

ＹＭＣＡでは、
　活動を通して次のことを学びます。

・自分のいのちとみんなのいのちを
　大切にすること
・家族、地域のひとりとして責任が
　あること
・世界と地球を見つめ、考え、
　行動すること
・ボランティア精神とリーダーシップ
　を身につけること
・すこやかな心とからだを育むこと

ＹＭＣＡでは、
　これらを実現するために、

・「思いやり」
・「誠実さ」
・「尊敬心」
・「責任感」を
　 すべての場面で大切にしています。

2006年2月
第119回全国ＹＭＣＡ総主事会議

お申し込み方法

-ＹＭＣＡの願い-

〒371-0033 群馬県前橋市国領町1-4-1　FAX.027-234-7752
ホームページ   http://www.gunmaymca.org
メール   info@gunmaymca.org

Yahoo検索・google検索など
でも表示されます。ぐんまＹＭＣＡ

TEL.027-234-2299
（受付時間：月～金・10:00～19:00）

＊退会、休会される場合、一旦納入された諸費用については原則としてお返しできません。

＊申込み書類等は、参加者の個別理解の資料として、また必要情報の連絡、送付のために用いさせていただきます。

＊活動中の参加者の写真がＹＭＣＡのパンフレット、機関紙、HPに使用されることがございます。予めご了承下さい。

＊各活動は、天候、応募人数、その他の理由により中止、あるいは日程、場所を変更する場合があります。

＊活動の趣旨に著しくそぐわないことがあった場合、またディレクターの指示に従わなかった場合、活動中であっても

　帰宅していただく場合がございます。

＊活動に支障をもたらす可能性があると思われる疾病・疾患・心身の障がい、行動等がある場合は事前にご相談ください。

　ご相談がなかった場合、指導者体制の状況、その他の諸事情により、入会をお断り又はお待ちいただく場合がございます。

N

NTT

コメダ珈琲

東和銀行

群馬大附属小

群大病院
岩神小 至渋川

至高崎 至伊勢崎

ぐんまＹＭＣＡ

17

50

ＦＭ群馬交番

群馬
県民会館

中央
前橋駅

若宮小

敷島小

桃井小

城東小

セブンイレブンリリカ

スズラン別館
（旧スポーツ館）

入会金、年会費は、全ての活動について共通です。
（ナースリークラスは入園費にＹＭＣＡ入会金・年会費が含まれております。）
一旦納入されました入会金、年会費、講習費、活動費は原則としてお返しできませんので
予めご了承ください。
講習費、活動費には、プログラム材料費、ボランティアリーダー養成費、指導者費用等が
含まれております。そのため欠席をされた場合でもお返しできませんので予めご了承く
ださい。

＊
　
＊

＊

■諸費用（全て税込）

５,０００円入 会 金

＜サッカー＞

講 習 費 学期毎

入会時

１学期

４,０００円年 会 費 年度毎

＜たんぽぽ・コンパス＞
登 録 費 年度毎
活 動 費 各　回

3,240円
各回別途ご案内いたします。（1日6,500円～7,500円）

＜ナースリー＞
入 園 費 入園時 25,000円
保 育 費 月　額 16,200円（８月を含めた12ヶ月分をご予定下さい。）
活 動 費 学期毎 5,400円
おひさま １時間 800円

＊年１回～２回の宿泊プログラムは料金が異なります。

＊料金詳細は、別紙「ナースリーのご案内」をご覧ください。

＜あおぞら・スマイル＞
登 録 費 年度毎
活 動 費 各　回

3,240円
各回別途ご案内いたします。（1日3,500円～8,000円）

活 動 費 ご利用料金は、放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じます。
所得に応じて上限額が定められております。詳しくはお問合せ下さい。

＜カラフル＞

活 動 費 カラフル利用料に含まれます。
＜オレンジ＞

２学期 ３学期
22,500円 26,250円 16,875円

＜ベースボール＞

講 習 費 学期毎 １学期 ２学期 ３学期
17,500円 20,000円 10,000円

ぐんまＹＭＣＡ
TEL 027-234-2299
（月～金/10:00～19:00）

①お電話または窓口にて受け付けます。

ぐんま公益財団法人




