
YMCAとは

世界119の国と地域でおよそ5800万人の会員が活動している
NGO（非営利組織）です。

日本のYMCAは、全国35都市、200を超える拠点で14万人が参
加し、自らの学びや健康、社会課題の解決のためのさまざまな
活動を行っています。

あらゆる年代・性別・宗教の人々と「互いを認め合い、高め合う
ポジティブネットのある社会を創ること」を目標としています。

〒650-0001  神戸市中央区加納町2-7-11
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ひとりがよくなると
世界はきっと変わる。

みつかる
Encounter

ひとりが「よくなる」と、どんなコトが起きるだろう。
ひとりが「よくなる」と、その人と出会った誰かがうれしくなる。
つまり、その人もきっと「よくなる」。

そして「よくなる」の繰り返しは
社会や世界をよりよく変えていくチカラになると思うのです。

その人と出会った誰かが「よくなる」
そんな出会いとつながりを
YMCAはこれからも大切にしたいと考えています。

「よくなる」の連鎖は
やがて社会や世界を変えていくチカラとなっていく。
そしてきっと平和を形にしていく原動力となっていく。

YMCAなら、したい何かがきっと見つかる。
「したい何か」それはまさに千差万別です。
神戸YMCAには、それぞれの「個」の願望に
応えられる、運動、健康、子育て、教育、
国際協力、ボランティアなど様々な
プログラムがあります。
人それぞれの「したい何か」が、見つかる場所、
それがYMCAです。

よくなっていく
Transform

あなた自身の人生というものがもっと
「よくなっていく」ために。
みつかり、つながることでよりよくなる、
ことができます。
大切な何かを見つけ、大切な誰かと出会い、
ダイナミックでポジティブな生き方を始める。
そんなかけがえの無い場所をYMCAは提供します。

つながる
Connect

全国・世界的組織なので、つながるレベルが
違います。
YMCAはもっとも身近な人である家族、
コミュニティ、全国、世界の人びととの、
より良い「つながり」を作り出していきます。

YMCA  KOBE2
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すべての「いのち」が光り輝くように、これを守り育てます。
そのための活動に世代を超えた市民の参加を求め、その活動を通して新しいコミュニティを創造します。

神戸YMCA2018年度年間聖句

「すべての人を一つにしてください」（ヨハネによる福音書17章21節） 多くの皆様からお寄せいただいたお気持ちにより、
2つの会館が与えられました。心から御礼申し上げます。

神戸YMCAの願い　神戸YMCA中期計画2020

●イエス・キリストの愛と奉仕の生き方に学びます。 ●人権を守り、喜びと痛みを分かちあう社会をめざします。
●すべての人びとの全人的な成長を願い、いのちを守り育てます。 ●世界の人びとと共に、平和の実現に努めます。

神戸YMCAの使命 （日本YMCA基本原則より抜粋）

ⅰ ファミリーウエルネスを実現するために

●家族やコミュニティが絆を強めて子どもが育っていく社会を育てます。
●生涯を通して心身のバランスの取れた健康を促します。
●高齢者が誇りや自信を持って、自分らしさを発揮しながら安心して生活が

できるように支援します。

ⅱ 次世代を担うユースのために

●青年たちが青少年や多くの人々との関わりを通して社会に参加し、地域で
活動するユースの育成を積極的に進めます。

●次世代を担うユースが、健康な心と身体が育めるように、地域の人々と共
に安心安全な社会を築きます。

●ユースがエンパワーされる機会を積極的に推進します。

ⅲ 地域の人々と共に

●地域において人々が共に助け合い生きていくコミュニティの形成に寄
与します。

●使命に基づいた活動の実施のため、地域の特性、状況を十分に理解し、
地域の人々、関係諸団体、教会、行政等とつながり歩んでいきます。

●社会的弱者にも目をむけながら、多様性を認め共に生きていくコミュニ
ティの形成に寄与します。

新会館建築募金報告

神戸ＹＭＣＡ新会館建築募金は総額62,403,847円、総件数1,017件を4年間の募金期間にお
捧げいただきました。心から御礼申し上げます。
皆様の多大なご支援により、2014年にファミリーウエルネスセンターが竣工、2017年に第5
期三宮会館が竣工し、神戸ＹＭＣＡが取り組んできた三宮会館再開発事業を成し遂げること
が出来ました。
今、ＹＭＣＡは、ブランディングを通して、互いを認め合い、高め合う『ポジティブネット』のある
豊かな社会を創り出すことをめざしています。与えられた会館を通して会員、市民、ボラン
ティアが、年齢、性別、国籍を超えた出逢い、つながり、一人ひとりが前向きなチャレンジので
きる場として磨き上げられ、整えられ、次世代へとその使命が引き継がれるよう『ポジティブ
ネット』を拡げてまいります。ぜひこれからも皆様の『ＹＭＣＡ会館』として足をお運びいただ
き、共に豊かな社会を創り出す担い手として、ＹＭＣＡ運動をお支えください。

〈募金総額〉 62,403,847円
〈募金総件数〉 1,017件

〈募金期間〉 2014年1月～2017年12月
〈募金使途〉 新施設の建設及び備品整備

寄附者の内訳 金額の内訳

その他
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寄附者の内訳 金額の内訳
会 員 270 件 12,334,717 円
ワイズメンズクラブ 167 件 15,619,129 円
教 会 108 件 1,866,469 円
企 業 73 件 14,676,000 円
職 員 272 件 12,675,651 円
そ の 他 127 件 5,231,881 円

計 1,017 件 62,403,847 円

■ファミリーウエルネスセンター
【基本コンセプト】
乳幼児から高齢者までの健康増進活動、子育て支援、高齢者支
援を含む多様なファミリー健全化への貢献

【竣工】2014年７月
【場所】神戸市中央区脇浜町２丁目10-21
【施設】５階建て
	 	25m温水プール、スタジオ、体育室、フィットネスルーム、

デイルーム、相談室

■三宮会館
【基本コンセプト】
キリスト教教育・青少年教育・国際活動・高齢者支援・ボランティ
ア養成活動を象徴としたYMCAの本館としての機能

【竣工】2017年２月
【場所】神戸市中央区加納町２丁目７-11
【施設】11階建て
	 1 階～ 3階：	専門学校（ホテル学科・日本語学科）、ラン

ゲージセンター、国際・奉仕センター、キャン
ピングサービスセンター、チャペル、本部事
務局

	 4階～11階：	ライフ&シニアハウス神戸北野
	 	 　　（協働事業者　長谷工グループ）



　　　　　　   慶応4、1868年（明治元年） 兵庫開港

1869年（明治2） 米国伝道会宣教師D・C・グリーン来神　　　

1886年（明治19） 神戸基督教徒青年会（神戸YMCA）発会式挙行
 神戸英語学会、始業

1890年（明治23） 神戸市基督教青年会（神戸YMCA）として合併設立

1899年（明治32） 神戸基督教青年会、発会式（再興）

1909年（明治42） 財団法人神戸市基督教青年会設立認可

1911年（明治44） 創立25周年

1912年（明治45） 体育部活動開始

1913年（明治46） 第1期会館竣工

1917年（大正6）  青年会商業学校を開校

1922年（大正11） 第2期会館竣工、移転

1929年（昭和4）  神戸ワイズメンズクラブ発会

1936年（昭和11） 創立50周年

1939年（昭和14） 機関紙「神戸青年」、当局から廃刊の指示

1945年（昭和20） 神戸大空襲により、会館消失

1946年（昭和21） 神戸教会地下講堂で教育部事業を再開

1950年（昭和25） 余島キャンプ場開設

1958年（昭和33） 長田ブランチ事業開始

1961年（昭和36） 創立75周年
 学校法人千歳幼稚園の経営継承

1966年（昭和41） シアトル・ユースエクスチェンジ開始

1972年（昭和47） 加納町の第4期会館竣工、移転

1973年（昭和48） ちとせ幼稚園を須磨区高倉台に移転

1976年（昭和51） 西宮YMCA開設

1978年（昭和53） 神戸YMCA学院専門学校開校

1984年（昭和59） タイワークキャンプ開始

1986年（昭和61） 創立100周年

1988年（昭和63） 学園都市会館開設
 社会福祉法人設立、YMCA保育園開設

1994年（平成6） 学習障がい児プログラム開始

1995年（平成7）  阪神淡路大震災、救援・復興活動を展開

1998年（平成10） 神戸YMCAチャリティーラン開始

1999年（平成11） 西神戸YMCA幼稚園開設

2002年（平成14） 神戸YMCA高等学院開校

2003年（平成15） 西宮YMCA保育園開設

2009年（平成21） 西神戸YMCA保育園開設

2011年（平成23） 創立125周年
 東日本大震災、救援・復興活動を展開

2012年（平成24） 西宮つとがわYMCA保育園開設

2014年（平成26） ファミリーウエルネスセンター開設

2015年（平成27） 神戸学園都市YMCAこども園開設

2016年（平成28） 創立130周年
 熊本地震、救援・復興活動を展開

2017年（平成29） 第5期会館竣工

神戸YMCAの歴史

皆様のきもちがＹＭＣＡ 活動のたねになります！

子ども奨学金制度

この奨学金は、神戸YMCAの主催
する青少年プログラムに、経済的事
由のために参加したくても参加でき
ない18歳未満の青少年に対して支援
を行い、その心身の健やかな成長に
資することを目的として設置されて
います。

神戸YMCA子ども奨学金を
利用された方からの声

子ども奨学金を利用してYMCAの
プログラムに参加した方々から、

たくさんの声が
ありました!!

英会話に参加
小5（保護者より）

先 生や友 達とずいぶんと仲良く
なったようで、家でもずっとレッスン
であったことをおしゃべりしてくれ
ます。英会話だけではなく、国際交
流などにも関心をもってくれたら
嬉しいです。保護者参観もあって、
普段の様子がよくわかりました。出
来れば続けさせてやりたいです。
※リーダーより
1年間休まずに来れましたね。先生と
の会話もとても自然でスムーズです。
大きくなったら世界に目を向けて、国
際交流や国際協力に興味を持ってく
れると嬉しいです。

サッカーに参加
小2（保護者より）

リーダーにいっぱい教えても
らえるし、ボールもいっぱいさ
われると言っています。休日も
公園でずっとボール蹴りをし
ています。いつも息子の良いと
ころを引っ張り出してくださり
ありがとうございます。
※リーダーより
サッカーが大好きですね。いつ
もとても積極的に取り組んでい
ます。技術も向上していますが、
それよりも他のメンバーとの関
わりやリーダーとの関わりを楽
しんでいるようです。

キャンプに参加
中3（本人より）

キャンプでは自然の素晴らし
さや、計画を立てることや人と
のコミュニケーションの大切
さなど、普段の生活では感じ
ることが出来ないことを経験
して気持ちがリセットされる。
神戸に帰ったらまた頑張ろう
という気持ちになる。
※リーダーより
グループの中心的な存在とし
て、持ち前の明るさと優しさで他
のメンバーをひっぱってくれまし
た。またキャンプで会いましょう。

学童保育に参加
小1（保護者より）

1日のリズムが身につき、宿題
も学童でちゃんとして帰ってくる
ようになりました。お迎えの時
にリーダーが声をかけてくれる
など、気にかけて下さっている
のがわかり、とても心強いです。
来年もよろしくお願いします。
※リーダーより
新しい生活に慣れるまでしんど
い時もありましたが、今は生活
面も友人関係もいたって良好で
す。Y M C A が生 活の場として、
様々な経験を積めるように我々
も努力してまいります。

体操に参加
年長（保護者より）

壁があれば逆立ちするぐらい
体操が好きになりました。ベッ
ドの上で近所の人や友達の幸
せを祈っている姿を見た時は、
体操だけでなく大切な心も学
んでいるんだなと嬉しくなりま
した。ありがとうございます。
※リーダーより
最初は泣いて嫌がることもあっ
たけど、今は思いっ切り体を動
かして体操を楽しんでいます。続
けたおかげで身体面でも精神
面でも大きく成長したように思
います。

水泳講習会に参加
小2（保護者より）

シャワーを徹底するなど衛生
面に配慮が行き届いていてと
ても安心出来ました。充実し
た内容で講習期間中に背泳ぎ
が25m泳げるようになりまし
た。奨学金を使わせていただ
き本当にありがたく思ってい
ます。
※リーダーより
とても積極的に取り組んでいま
した。今回は短期の講習会でし
たが、本人のやる気があるのな
らレギュラークラスも検討してく
ださいね。

スキーキャンプに参加
小4（本人より）

スキーキャンプ楽しかったで
す。食事のとき嫌いな食べ物
が出たけど、みんなと一緒だっ
たから食べられました。一番の
思い出は山頂からの景色と、
そこからみんなで滑り降りたこ
とです。次も行きたいです。
※リーダーより
極寒の厳しい天候でしたが、集
中力を切らさずに頑張っていま
した。グループの友達とも仲良く
なって5日間とても良い表情で
過ごすことが出来ました。

2018年度は全国のYMCAでのブランディングが本格化し
ます。ロゴやスローガンが新しくなったこの大切な時期だか
らこそ、YMCAの原点に立ち返り私たちの運動と事業のミッ
ションを再確認し、平和な世界の構築を願って活動をしてい
く必要があります。

学校法人は、西神戸YMCA幼稚園が2018年4月から幼保
連携型認定こども園に移行し、先に移行して4年目を迎える
神戸YMCAちとせ幼稚園、また開設5年目となるYMCAちとせ
保育ルーム（神戸市小規模保育事業）の3施設が更に連携を
深め、社会福祉法人神戸YMCA福祉会と共に地域の子育て
に取り組みます。 

社会福祉法人の幼保連携型認定こども園と児童館は、地
域に開かれた運営と地域の子育て支援の拠り所となれるよ
うに努め、また、子どもと家庭の学びと生活、若者の生き方の
支援をするために教育・保育事業、学童保育事業、地域子育
て支援事業を推進していきます。神戸学園都市で行っている
児童発達支援事業では、発達が異なる子どもや保護者のサ
ポートを療育や保育、相談の場を継続実施します。

各法人が連携し、ポジティブネット（注）を広げ、希望ある豊か
な社会を創り、社会に必要とされるYMCAを目指し、神戸
YMCAに集うすべての人々にとって、平和への想いを抱き、未
来を見つめ、共に歩むことのできる一年になればと願います。

注…ポジティブネットとは、「互いの存在や個性を認め合い、高め合うこ
とのできる、善意や前向きな気持ちによってつながるネットワーク」を意
味する新しい言葉です。最低限の社会保障を提供する「セーフティーネッ
ト」の概念は近年広まりつつありますが、それよりも早い段階から機能
する「誰もが生きやすい、希望ある豊かな社会を創造する社会安心網」
の構築を目指します。

■国 際 協 力 募 金 貧困、災害、紛争などによって困難な生活を強いられている地域や人々を支えます。
■子 ど も 奨 学 金 ＹＭＣＡのプログラムに参加したくても、経済的事由によって参加できない18歳未満の青少年を支えます。
■ボランティア活動 ユースリーダーと呼ばれる多くの若いボランティアたちが、将来リーダーシップを発揮し、社会に貢献できるように育成

援助し、その活動を支えます。
■維持会員、基本会員としてのご支援のお願い

【会員になる】
ＹＭＣＡのプログラムは全ての人々に開かれていま
す。プログラムを通して「人と共に生きるこころ」「奉
仕のこころ」を醸成していくことを目的としています。
その考えにご賛同下さる方は、ぜひ会員になってＹ
ＭＣＡ運動をお支えください。
　年会費　 ▪基本会員・・・5,000円/年
　　　　　 ▪維持会員・・・10,000円以上/年
　　　　　 ※維持会員の年会費は寄附控除の対

象になります。

【募金する】
会館のフロントに募金箱を設置しています。またクレ
ジット・振込み等をご希望の場合は神戸ＹＭＣＡ寄
附サイト（http://kifu-kobeymca.org）をご覧いただ
くか、最寄りのＹＭＣＡにご連絡ください。

皆様からいただいた会費は、主に次の使途に用いられます。
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　　　　　　   慶応4、1868年（明治元年） 兵庫開港

1869年（明治2） 米国伝道会宣教師D・C・グリーン来神　　　

1886年（明治19） 神戸基督教徒青年会（神戸YMCA）発会式挙行
 神戸英語学会、始業

1890年（明治23） 神戸市基督教青年会（神戸YMCA）として合併設立

1899年（明治32） 神戸基督教青年会、発会式（再興）

1909年（明治42） 財団法人神戸市基督教青年会設立認可

1911年（明治44） 創立25周年

1912年（明治45） 体育部活動開始

1913年（明治46） 第1期会館竣工

1917年（大正6）  青年会商業学校を開校

1922年（大正11） 第2期会館竣工、移転

1929年（昭和4）  神戸ワイズメンズクラブ発会

1936年（昭和11） 創立50周年

1939年（昭和14） 機関紙「神戸青年」、当局から廃刊の指示

1945年（昭和20） 神戸大空襲により、会館消失

1946年（昭和21） 神戸教会地下講堂で教育部事業を再開

1950年（昭和25） 余島キャンプ場開設

1958年（昭和33） 長田ブランチ事業開始

1961年（昭和36） 創立75周年
 学校法人千歳幼稚園の経営継承

1966年（昭和41） シアトル・ユースエクスチェンジ開始

1972年（昭和47） 加納町の第4期会館竣工、移転

1973年（昭和48） ちとせ幼稚園を須磨区高倉台に移転

1976年（昭和51） 西宮YMCA開設

1978年（昭和53） 神戸YMCA学院専門学校開校

1984年（昭和59） タイワークキャンプ開始

1986年（昭和61） 創立100周年

1988年（昭和63） 学園都市会館開設
 社会福祉法人設立、YMCA保育園開設

1994年（平成6） 学習障がい児プログラム開始

1995年（平成7）  阪神淡路大震災、救援・復興活動を展開

1998年（平成10） 神戸YMCAチャリティーラン開始

1999年（平成11） 西神戸YMCA幼稚園開設

2002年（平成14） 神戸YMCA高等学院開校

2003年（平成15） 西宮YMCA保育園開設

2009年（平成21） 西神戸YMCA保育園開設

2011年（平成23） 創立125周年
 東日本大震災、救援・復興活動を展開

2012年（平成24） 西宮つとがわYMCA保育園開設

2014年（平成26） ファミリーウエルネスセンター開設

2015年（平成27） 神戸学園都市YMCAこども園開設

2016年（平成28） 創立130周年
 熊本地震、救援・復興活動を展開

2017年（平成29） 第5期会館竣工

神戸YMCAの歴史

皆様のきもちがＹＭＣＡ 活動のたねになります！

子ども奨学金制度

この奨学金は、神戸YMCAの主催
する青少年プログラムに、経済的事
由のために参加したくても参加でき
ない18歳未満の青少年に対して支援
を行い、その心身の健やかな成長に
資することを目的として設置されて
います。

神戸YMCA子ども奨学金を
利用された方からの声

子ども奨学金を利用してYMCAの
プログラムに参加した方々から、

たくさんの声が
ありました!!

英会話に参加
小5（保護者より）

先 生や友 達とずいぶんと仲良く
なったようで、家でもずっとレッスン
であったことをおしゃべりしてくれ
ます。英会話だけではなく、国際交
流などにも関心をもってくれたら
嬉しいです。保護者参観もあって、
普段の様子がよくわかりました。出
来れば続けさせてやりたいです。
※リーダーより
1年間休まずに来れましたね。先生と
の会話もとても自然でスムーズです。
大きくなったら世界に目を向けて、国
際交流や国際協力に興味を持ってく
れると嬉しいです。

サッカーに参加
小2（保護者より）

リーダーにいっぱい教えても
らえるし、ボールもいっぱいさ
われると言っています。休日も
公園でずっとボール蹴りをし
ています。いつも息子の良いと
ころを引っ張り出してくださり
ありがとうございます。
※リーダーより
サッカーが大好きですね。いつ
もとても積極的に取り組んでい
ます。技術も向上していますが、
それよりも他のメンバーとの関
わりやリーダーとの関わりを楽
しんでいるようです。

キャンプに参加
中3（本人より）

キャンプでは自然の素晴らし
さや、計画を立てることや人と
のコミュニケーションの大切
さなど、普段の生活では感じ
ることが出来ないことを経験
して気持ちがリセットされる。
神戸に帰ったらまた頑張ろう
という気持ちになる。
※リーダーより
グループの中心的な存在とし
て、持ち前の明るさと優しさで他
のメンバーをひっぱってくれまし
た。またキャンプで会いましょう。

学童保育に参加
小1（保護者より）

1日のリズムが身につき、宿題
も学童でちゃんとして帰ってくる
ようになりました。お迎えの時
にリーダーが声をかけてくれる
など、気にかけて下さっている
のがわかり、とても心強いです。
来年もよろしくお願いします。
※リーダーより
新しい生活に慣れるまでしんど
い時もありましたが、今は生活
面も友人関係もいたって良好で
す。Y M C A が生 活の場として、
様々な経験を積めるように我々
も努力してまいります。

体操に参加
年長（保護者より）

壁があれば逆立ちするぐらい
体操が好きになりました。ベッ
ドの上で近所の人や友達の幸
せを祈っている姿を見た時は、
体操だけでなく大切な心も学
んでいるんだなと嬉しくなりま
した。ありがとうございます。
※リーダーより
最初は泣いて嫌がることもあっ
たけど、今は思いっ切り体を動
かして体操を楽しんでいます。続
けたおかげで身体面でも精神
面でも大きく成長したように思
います。

水泳講習会に参加
小2（保護者より）

シャワーを徹底するなど衛生
面に配慮が行き届いていてと
ても安心出来ました。充実し
た内容で講習期間中に背泳ぎ
が25m泳げるようになりまし
た。奨学金を使わせていただ
き本当にありがたく思ってい
ます。
※リーダーより
とても積極的に取り組んでいま
した。今回は短期の講習会でし
たが、本人のやる気があるのな
らレギュラークラスも検討してく
ださいね。

スキーキャンプに参加
小4（本人より）

スキーキャンプ楽しかったで
す。食事のとき嫌いな食べ物
が出たけど、みんなと一緒だっ
たから食べられました。一番の
思い出は山頂からの景色と、
そこからみんなで滑り降りたこ
とです。次も行きたいです。
※リーダーより
極寒の厳しい天候でしたが、集
中力を切らさずに頑張っていま
した。グループの友達とも仲良く
なって5日間とても良い表情で
過ごすことが出来ました。

2018年度は全国のYMCAでのブランディングが本格化し
ます。ロゴやスローガンが新しくなったこの大切な時期だか
らこそ、YMCAの原点に立ち返り私たちの運動と事業のミッ
ションを再確認し、平和な世界の構築を願って活動をしてい
く必要があります。

学校法人は、西神戸YMCA幼稚園が2018年4月から幼保
連携型認定こども園に移行し、先に移行して4年目を迎える
神戸YMCAちとせ幼稚園、また開設5年目となるYMCAちとせ
保育ルーム（神戸市小規模保育事業）の3施設が更に連携を
深め、社会福祉法人神戸YMCA福祉会と共に地域の子育て
に取り組みます。 

社会福祉法人の幼保連携型認定こども園と児童館は、地
域に開かれた運営と地域の子育て支援の拠り所となれるよ
うに努め、また、子どもと家庭の学びと生活、若者の生き方の
支援をするために教育・保育事業、学童保育事業、地域子育
て支援事業を推進していきます。神戸学園都市で行っている
児童発達支援事業では、発達が異なる子どもや保護者のサ
ポートを療育や保育、相談の場を継続実施します。

各法人が連携し、ポジティブネット（注）を広げ、希望ある豊か
な社会を創り、社会に必要とされるYMCAを目指し、神戸
YMCAに集うすべての人々にとって、平和への想いを抱き、未
来を見つめ、共に歩むことのできる一年になればと願います。

注…ポジティブネットとは、「互いの存在や個性を認め合い、高め合うこ
とのできる、善意や前向きな気持ちによってつながるネットワーク」を意
味する新しい言葉です。最低限の社会保障を提供する「セーフティーネッ
ト」の概念は近年広まりつつありますが、それよりも早い段階から機能
する「誰もが生きやすい、希望ある豊かな社会を創造する社会安心網」
の構築を目指します。

■国 際 協 力 募 金 貧困、災害、紛争などによって困難な生活を強いられている地域や人々を支えます。
■子 ど も 奨 学 金 ＹＭＣＡのプログラムに参加したくても、経済的事由によって参加できない18歳未満の青少年を支えます。
■ボランティア活動 ユースリーダーと呼ばれる多くの若いボランティアたちが、将来リーダーシップを発揮し、社会に貢献できるように育成

援助し、その活動を支えます。
■維持会員、基本会員としてのご支援のお願い

【会員になる】
ＹＭＣＡのプログラムは全ての人々に開かれていま
す。プログラムを通して「人と共に生きるこころ」「奉
仕のこころ」を醸成していくことを目的としています。
その考えにご賛同下さる方は、ぜひ会員になってＹ
ＭＣＡ運動をお支えください。
　年会費　 ▪基本会員・・・5,000円/年
　　　　　 ▪維持会員・・・10,000円以上/年
　　　　　 ※維持会員の年会費は寄附控除の対

象になります。

【募金する】
会館のフロントに募金箱を設置しています。またクレ
ジット・振込み等をご希望の場合は神戸ＹＭＣＡ寄
附サイト（http://kifu-kobeymca.org）をご覧いただ
くか、最寄りのＹＭＣＡにご連絡ください。

皆様からいただいた会費は、主に次の使途に用いられます。
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2017年度の歩み

2017/4/1　新年度がスタート、入学式、入園式
高等学院は25名、専門学校日本語学科は56
名（13ヵ国）、ホテル学科は33名が入学しまし
た。また各園でもそれぞれ入園式が行われ、
2017年度がスタートしました。

2017/4/16　イースター早天礼拝
日本基督教団神戸栄光教会の榮厳伝道師にメッセージをいただきました。

2017/4/20　あかしこども広場オープニングイベント開催
明石市より運営委託された「あかしこども広
場」の親子交流スペース、中高生世代交流ス
ペース、キッチンや工作室、ダンスルームな
どの貸室等すべての施設の本格的な運営ス
タートに際してのオープニングイベントが開
催されました。

2017/4/27　台北ＹМＣＡ副総主事来館
台北市中華基督教青年会の副総主事の金家瑜さんが三宮会館を訪ねてくだ
さいました。台北ＹМＣＡで専門学校日本語学科の学校説明会を実施してい
ることもあり、神戸ＹМＣＡとの連携も大切に考えてくださっています。

2017/5/8　創立記念日礼拝
棟方信彦先生（頌栄保育学院院長、頌栄短期大学学長）にメッセージをいた
だき、131年目の記念日を皆で祝福することができました。

2017/5/13　三宮会館竣工記念式典・オープンハウスDAY開催
兵庫県金澤和夫副知事、神戸市玉田敏郎副市長、日本ＹМＣＡ同盟の正野
隆士会長から熱いエールをいただきました。同時開催されたオープンハウ
スDAYでも、現在の神戸ＹМＣＡの活動について見て、触れて、感じていただく
ブースが多数設置され、会員はもちろん、地域の方々、建築募金へご寄附く
ださった方々が多数来館くださいました。

2017/5/14　ボランティア研修会・リーダー委嘱式
組織キャンプと市民性「キャンプはなぜグ
ループで活動しているのか？」をテーマに研
修を行い、研修後は各リーダー会代表者に
神戸ＹМＣＡから委嘱状が手渡され、1年間
の活動が委嘱されました。

2017/5/21　シアトル市、神戸市姉妹都市提携60周年
姉妹都市締結記念行事が行われ、シアトル
からの訪問団が神戸港開港150周年記念式
典や神戸まつりパレードに参加されました。
その訪問団には、シアトルＹМＣＡ職員のト
ム・ホースレーさん（名誉副総主事）も加わっ
ており、あかしこども広場の見学や、会員・ス
タッフとの懇親会も行われました。

2017/5/27　わいわい祭り（ＹМＣＡ保育園・分園、西神戸ＹМＣＡ保育園）
晴天のもとで開催されました。収益金は東日本、熊本地震の復興支援と、家
庭養護促進協会と兵庫介助犬協会を通じて支援を必要とされる方々へ届け
られました。

2017/5/27　宝塚ＹМＣＡチャリティーバザー
恒例ののみの市やゲームコーナー、抽選会
など、たくさんの人で賑わい、楽しんでいただ
きました。収益は国際協力募金と宝塚地域
の福祉のためにお捧げしました。

2017/5/31　第36回チャリティーゴルフ大会
良い天気のもと、千刈カンツリー倶楽部で43名の方々にご参加いただき、交流を
深めつつゴルフを満喫することができました。収益及びチャリティーは青少年指
導者養成支援金、東日本大震災と熊本地震の支援募金として捧げました。

2017/6/10　ちとせ幼稚園バザー
晴天のもとで幼稚園児保護者、学童メンバーと父母の会、リーダー、卒園児
OB、リーダーOBの店舗や、サッカーリーダーによるＹМＣＡワールドチャレン
ジなど賑やかに開催されました。

2017/6/30　総会
小栗献牧師から「確かに未来はある」と題し、力強いメッセージをいただきま
した。総会後はブランディングについて学ぶひと時を持ちました。

2017/7/8　ワイズメンズクラブ六甲部評議会
第1部では活動報告や会計報告、事業活動
計画等が承認され、第2部ではブランディン
グ発表とハンドベルミニコンサートを行い、
ＹМＣＡよりワイズメンズクラブの皆様に感謝
の気持ちをお伝えしました。

2017/7/11　3法人協議会
各法人からメンバーを選出し、今後の神戸ＹМＣＡの組織のありよう、任意団
体としての神戸キリスト教青年会の役割についての協議をはじめました。神戸
ＹМＣＡにとって会員とは？という根源的なことを見つめ直す場となります。

2017/7/20～24　第27回ワイズメンズクラブアジア地域大会
タイ・チェンマイで開催されアジア各国のワイズの働きについて報告、協議が
されました。

2017/7/22　日本語学科ホームカミングデー
総勢70名の卒業生、新旧講師とそのご家族が参加し、会場では再会を喜ぶ笑顔
で溢れました。人と人とのつながりの大切さを感じる楽しいひと時でした。

2017/7/28～31　Ding Dong Ringers 台湾訪問
2007年に高雄ＹМＣＡの張家惠氏の計らいで、
高雄や台南でハンドベル演奏を披露して以
来、2年毎に台湾各ＹМＣＡを訪れています。今
回は彰化ＹМＣＡでの演奏会や、張家惠氏結婚
60年祝賀会での演奏を行いました。

2017/7/29～8/1　JCCCNC親善日系ユースプログラム
アメリカ・北カリフォルニア日本文化コミュニ
ティセンターより親善バスケットボールチーム
とその関係者94名が東北地方と神戸を訪ねる
ことを目的として来日しました。センターと神
戸ＹМＣＡとの交流は、阪神・淡路大震災がきっ
かけとなり、今年で20年になります。

2017/8/2　三宮会館協働プログラム開催
日本語短期留学の学生と、生活科学運営入居者との交流プログラムを開催
しました。盆踊り、スイカ割り、お好み焼きパーティーに約50名が参加し、交流
を深めるとともに日本の夏を満喫しました。

2017/8/31　余島キャンプ閉会礼拝
夏の余島キャンプを終え真っ黒に日焼けしたリーダーやリーダーOBOGの皆
さんと共に閉会礼拝を行いました。

2017/9/23　西神戸ＹМＣＡ幼稚園運動会
心地のよい秋晴れの天気のもとで開催されました。園児たちは家族や近隣
の方、来賓の方等、たくさんの方々に見守られながら、元気に楽しく笑顔いっ
ぱいで運動会を楽しむことができました。

2017/9/24　第16回　六甲部　部会
第一部の式典がチャペルで、第二部の懇親
会がホテル北野プラザ六甲荘で開催されま
した。総勢150人の参加がありました。テーマ
は「共感しあい、支えあおう」でした。

2017/9/27　ホテル学科ホームカミングデー
神戸ＹМＣＡ国際ホテル学校・神戸ＹМＣＡ学院専門学校ホテル学科の新会
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館竣工記念ホームカミングデーを行いました。約100名の方に出席いただき
ました。

2017/9/30　ちとせ幼稚園運動会
雨天順延で日程がずれましたが、この日は秋晴れの爽やかな天候に恵まれ
ました。こどもたちは、温かく見守る眼差しの中で、各々の力を存分に発揮し
て楽しんでいました。

2017/9/30　ふれあい運動会（学園都市、保育園・こども園）
晴天のもと、小寺小学校をお借りして開催されました。およそ1000名の歓声
で満たされた楽しく豊かな恵みの時でした。

2017/10/6　高等学院後期入学式
4人の新入生を迎えました。入学式ではチャ
プレンの丹羽和子牧師から「土台を何で作
るか」というテーマで奨励があり、ＹМＣＡ学
院高等学校の二宮教頭から祝辞がありまし
た。

2017/10/7　 西宮ＹМＣＡ保育園・西宮つとがわＹМＣＡ保育園運動会
あいにくの天候のため西宮香風高校の体育館で運動会が行われましたが、
運営や準備に西宮香風高校のボランティアサークルの学生や園の保護者な
ど、皆さんの協力を得て、運動会は大いに盛り上がりました。

2017/10/7～9　全国リーダー研修会
広島県の川・森・文化・交流センターで行われました。毎朝行われた礼拝、座
学、キャンプファイヤー、夜の交流会など、どの時間も全国の同士たちのパ
ワーに触れ、仲間がいることの素晴らしさを改めて実感しました。

2017/10/11　第37回チャリティーゴルフ大会
秋晴れのもと、キングスロードゴルフクラ
ブにて行われ、45名のご参加をいただきま
した。

2017/10/21　第18回学園都市会館ワイワイまつり
雨のため館内での開催となりましたが、約800人の来館者を迎え、熱気あふ
れるバザーとなりました。収益金は国際協力募金、災害被災地支援、地域活
動にお捧げします。

2017/10/22　第35回西宮Yわいカーニバル
台風21号の影響もあり、お店の数、時間とも縮小しての開催となりましたが、
来てくださった一人一人に喜んでもらえるように、奉仕者一同も満面の笑顔
でお迎えしました。収益金は国際協力募金、災害被災地支援、地域活動にお
捧げしました。恒例ののみの市やワイズ名物カレーや保育園うどんなども大
好評でした。

2017/10/28　秋の講演会開催
阿部志郎先生（横須賀基督教社会館会長）
を三宮会館にお迎えし、約90名の聴衆を前
に1時間半の講演会が開催されました。地域
の福祉あるいは教育関係者が一堂に会し、
終了後、会場のそこここで再会を喜び合う姿
が見られ、これも先生のお人柄を感じさせる会となりました。

2017/11/3　第20回神戸ＹМＣＡインターナショナル・チャリティーラン2017
素晴らしい秋晴れのもと、しあわせの村にて開催されました。“あなたが走ると
ハッピーになる子どもたちが増えます。”をキャッチフレーズに、ランナーも来場者
も奉仕者もみんなが笑顔でハッピーな時間を共有することができました。

2017/11/18　ＹМＣＡセミナー
日本ＹМＣＡ同盟の神崎清一総主事、ぐんまＹМＣＡの村上祐介総主事、井上
真二総主事をパネラーに「キリスト教の香りとＹМＣＡ」と題して、日本基督教
団神戸東部教会の古澤牧師にナビゲーターを担っていただき開催いたしま
した。

2017/11/18　西神戸ＹМＣＡ幼稚園バザー
未就園児、在園児、卒園児、地域の方など約1200人ほどの来場者があり、とて
もにぎやかな雰囲気の中で開催されました。バザーの収益金は、国際協力募
金、熊本地震支援募金、園児活動補助として活用させていただきます。

2017/11/26　沼島リーダーOBOGの集い
卒業リーダー、歴代キャンプ長や当時の職員約60名の集いが三宮会館であ
り、沼島地域おこし協力隊の川勝惠さんからも現在の沼島（淡路島南端から
4.6キロ）についてお話しをしていただきました。沼島キャンプは現在は企業の
保養所となっています。

2017/12/2　専門学校社会体育・海洋・FS学科卒業生の集い
専門学校社会体育・海洋スポーツ・FS学科
発足30周年記念パーティーがあり、ホテル
クラウンパレス神戸に約150人が集まりまし
た。専門学校社会体育学科は1988年に開講
してから、海洋スポーツ学科、フィットネス＆
スポーツ学科と、たくさんの卒業生を社会に
輩出しました。

2017/12/15　第59回神戸市民クリスマス
今年のメイン会場は日本基督教団神戸栄光教会で、教派を超えた集まりとし
て多くのプログラムがもたれました。クリスマス礼拝となる「祈りと祝福のと
き」には、約320名の方々による礼拝がもたれ、想いをかさね、つないでゆく礼
拝・市民クリスマスとなりました。

2018/1/4　新年職員礼拝
神戸栄光教会の野田和人牧師から、「12日目のクリスマス」というテーマで
メッセージをいただきました。

2018/1/20　3法人役員等協議会
神戸ＹМＣＡの3法人を支えてくださっている理事、評議員、監事の皆さんとの
協議会を行いました。3法人、任意団体であるキリスト教青年会の活動を報告
した後、これからの神戸ＹМＣＡの会員とは、組織のあり方とは、ブランディン
グの進め方等々、様々な協議がされました。

2018/1/26　 三宮会館新年交流会　　　　
（生活科学運営協働プログラム）

ライフ＆シニアハウス神戸北野を運営する生
活科学運営の皆さんと、ＹМＣＡの新年交流
会が行われ、総勢43名の方が出席しました。
素晴らしい交流の時となりました。

2018/2/5～7　全国総主事会議、神戸で開催
全国の皆様から会館建築募金のご支援をい
ただいたこともあり、お披露目も兼ねて三宮
会館で行うことができました。

2018/2/10　YYフォーラム
約70名のワイズ・ユースリーダー・職員があつまり、現役のユースリーダーか
らのメッセージを聞き、その後ＹМＣＡを自由にアピールする1分動画作成で
盛り上がりました。

2018/3/7～　卒業式、卒園式
2017年度の活動を終える季節となりまし
た。3月7日の高等学院の卒業式、8日の西宮
つとがわＹМＣＡ保育園卒園式から17日の
ＹМＣＡ保育園卒園式、ちとせ幼稚園保育修
了式まで、社会福祉法人、学校法人でも卒園
式が続きます。卒園児、卒業生たちがそれぞ
れの新しい道を歩みます。

2018/3/24　ワイズメンズクラブ六甲部第2回評議会
各クラブの活動報告、各事業主査報告、六甲
部部長方針、活動計画の説明、そして議案に
ついて熱く協議されました。また、第2部の懇
親会は楽しく豊かな交わりとなりました。
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A. 公益財団法人神戸YMCA会員状況
１）会員種別 〈2017 年度〉〈2016 年度〉前年比
維持会員 501 511 -10
基本会員（18 歳未満） 80 43 +37
基本会員（18 歳以上） 492 475 +17
活動会員（18 歳未満） 5,479 5,412 +67
活動会員（18 歳以上） 2,505 2,556 -51
合計 9,057 8,997 +60

２）活動領域別（延人数）
少年	 ウエルネス 3,330 3,028 +302
	 少年事業 2,666 2,548 +118
	 語学・国際・生涯学習 84 99 -15
	 進学・学習 145 156 -11
青成	 ウエルネス 2,138 2,490 -352
	 語学・国際・生涯学習 434 384 +50
	 進学・学習 60 51 +9
合計 8,857 8,756 +101

３）会員分類
総会構成員 521 519 +2
その他の会員 8,536 8,478 +58
合計 9,057 8,997 +60

４）賛助会
賛助会 35 35 0

B. 学校法人神戸YMCA学園在籍者数
〈2017 年度〉〈2016 年度〉前年比

神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園 164 167 -3
ＹＭＣＡちとせ保育ルーム 14 13 +1
西神戸ＹＭＣＡ幼稚園 301 328 -27

●職員
主事職 3 3 0
事務職 3 3 0
教諭 30 26 +4
嘱託教諭 13 9 +4
嘱託職員 2 2 0
合計 51 43 +8

C. 社会福祉法人神戸YMCA福祉会在籍者数
〈2017 年度〉〈2016 年度〉前年比

ＹＭＣＡ保育園 167 167 0
西神戸ＹＭＣＡ保育園 83 81 +2
西宮ＹＭＣＡ保育園 76 74 +2
西宮つとがわＹＭＣＡ保育園 74 73 +1
神戸学園都市ＹＭＣＡこども園 89 77 +12

●職員
主事職 5 5 0
事務職 2 2 0
保育教諭・栄養士 86 83 +3
嘱託 8 11 -3
合計 101 101 0

５）役員・指導者・職員
●役員 〈2017 年度〉〈2016 年度〉前年比
公益財団法人理事 10 9 +1
公益財団法人監事 2 2 0
公益財団法人評議員 10 10 0
名誉理事 3 4 -1
学校法人理事 7 7 0
学校法人監事 2 2 0
学校法人評議員 15 15 0
社会福祉法人理事 6 7 -1
社会福祉法人監事 2 2 0
社会福祉法人評議員 8 15 -7
キリスト教青年会常議員 26 26 0
キリスト教青年会監事 3 3 0
事業委員 104 103 +1

●指導者
ボランティア 520 520 0
講師 429 380 +49
合計 949 900 +49

●職員
主事職 41 40 +1
事務職 10 10 0
講師職 4 4 0
嘱託 9 11 -2
嘱託専任講師 18 17 +1
嘱託準専任講師 45 55 -10
合計 127 137 -10

（出向者除く）

YMCAを支える国際奉仕クラブ「ワイズメンズクラブ国際協会」

現況報告（2018年3月31日現在）

■ワイズメンズクラブは1922年に	Paul	William	Alexander	氏によって米国オハイオ州で誕生して以来、全世界に
クラブが次々と生まれ、ＹＭＣＡを支援し、ＹＭＣＡと共に歩むパートナーとして、数々の奉仕活動を展開してきま
した。	世界では1,711クラブ、31,208名の会員がいます。
　　日本では、1932年に日本区が設立され、1997年に東日本区と西日本区の2つの区に分かれ、東日本区はクラ
ブ数66クラブ、会員数1,182名、西日本区はクラブ数88クラブ、会員数1,691名が様々な活動を展開しています。

■神戸ＹＭＣＡを支える「六甲部」は西日本区に属しており、神戸クラブ、西宮クラブ、神戸西クラブ、神戸ポートクラ
ブ、宝塚クラブ、さんだクラブ、神戸学園都市クラブ、芦屋クラブの8クラブで構成されており、ＹＭＣＡの活動を積
極的に支援、参加しています。

　　青少年の留学交換ホームスティを支援し、国際性豊かな人材を育てたり、毎月の例会を楽しく意義あるものに
し、大きくは地球社会の、小さくは近隣社会の隣人へ心を込めた奉仕活動に取り組んでいます。 Paul	William	Alexander

キラリと輝くアート　臨床美術講座
障がい者アート展と美術講座を開催しました。
全ての人のいのちが光り輝くように、全ての人が
ひとつになれるように、願いを込めて



公益財団法人神戸YMCA

〈職員業務組織〉

神戸キリスト教青年会

学校法人神戸YMCA学園

社会福祉法人神戸YMCA福祉会社会福祉法人神戸YMCA福祉会

コミュニティ
サービスセンター

総務委員会

役職人事委員会

ウエルネス事業委員会

評議員会

理事会（理事長）

評議員会

本部事務局

後援会

賛助会

顧問

監事

西部地域

学校教育事業委員会

中央地域委員会

西部地域委員会

東部地域委員会

余島委員会

総主事

本部事務局

監事

理事会（理事長）

教育・国際領域

中央地域

評議員会

監事

理事会（理事長）

会員

総主事 国際委員会

監事 ユース委員会

総会
ミッション委員会

常議員会（会長） 会員活動委員会

役職人事委員会

キャンピング
サービスセンター

総主事室

東部地域
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2018年度神戸YMCA全体組織



YMCA  KOBE12

■神戸キリスト教青年会
会 長 中道　基夫
副 会 長 清水　泰人
常 議 員 赤木　敏之 東　　恭子 阿部　　俊 石井　恭子

井上　真二 岩井　義矢 鵜丹谷　剛 大野　　勉
小澤　昌甲 川崎　孝子 坂本　庸秀 長井　慎吾
中尾　秀一 中島　正勝 濵　　浩一 馬場　一郎
廣瀬　頼子 廣瀬　一雄 廣瀬　献児 藤井　久子
藤橋　　武 古澤　啓太 馬場　貴英 前田　　隆
美崎　　晋 安行　英文

監 事 上杉　　徹 山本　常雄 鈴木　博和
ミッション委員 阿部　　俊 有友裕美子 大塚　章信 片岡　正義

鈴木　　肇 中島　正勝 西本　玲子 原　　真和
藤井　久子 古澤　啓太 Mensendiek Jeffrey
森　　愛子

会員活動委員 石井　恭子 上杉　　徹 太西　裕二 岡田　隆之
西尾　幸男 濵　　浩一 藤原百合子 美崎　　晋
安行　英文

ユース委員 青　　法子 赤松　由梨 家山　華子 榮　　　巌
床次　隆志 秀平　悠磨 廣瀬　頼子 細川　房子

国際委員 東　　恭子 Alexander Ronni
坂西　卓郎 志岐　良子 中尾　秀一 廣瀬　献児
藤川　勝洋 宮田　泰子 山本　俊正 四本　健二

役職人事委員 中道　基夫 清水　泰人 相浦　和生 井出　　浩
川崎　孝子 井上　真二 松田　道子

■公益財団法人神戸YMCA
理 事 長 中道　基夫
副理事長 清水　泰人
専務理事 井上　真二
常勤理事 岩井　義矢 松田　道子
理 事 川島　惠美 進藤　啓介 山形　謙二 川崎　孝子

阿部　　俊
監 事 山野　和彦 中尾　秀一
評 議 員 魚住　秀雄 岡田佑一郎 小栗　　献 菅根　信彦

鈴木　光子 塚本　潤一 濵　　浩一 松本　聡子
渡邊　智明

名誉理事 藤村　　洋 宮田　満雄 武田　寿子
東部地域委員 赤木　敏之 浅野　純一 市原　正幸 多胡　葉子

田代　正幸 辻本　満紀 長井　慎吾 長尾　　亘
廣瀬　一雄 藤田　　裕

中央地域委員 勝木　洋子 河野　　彰 末岡　成夫 塚本　潤一
土屋　隆司 松岡　　寛 松本　聡子 山形　謙二
山口　　宰

西部地域委員 熱田　大輔 上谷　　円 兼田　幸子 阪本　伸彦
鈴木　博和 土肥　　隆 中尾　英輔 丹羽　和子
前田　貴史 渡邉　　信 進藤　啓介

学校教育事業委員
岩本　哲人 海老　直人 土肥伊都子 中畠　孝幸
濵瀬眞知子 林　　敬子 中野　敬一 魚住　秀雄
追原　三重 岩野　祐介

ウエルネス事業委員
小田　和博 酒井　哲雄 白坂　大輔 高見　　彰
平川　和文 舩越　達也 美崎　教正 山口　泰雄
吉井宏一郎

余島委員会 荒木　真一 猪飼　政昭 鵜丹谷　剛 小栗　　献
川島　惠美 川島　憲志 島田　　恒 坪松　博之
馬場　貴英

役職人事委員 中道　基夫 清水　泰人 相浦　和生 井出　　浩
井上　真二 川崎　孝子 松田　道子

総務委員 清水　泰人 進藤　啓介 中道　基夫 井上　真二

■学校法人神戸YMCA学園
理 事 長 井上　真二
常務理事 坂本　庸秀
理 事 阿部　　俊 上杉　　徹 熊谷　親啓 鈴木　光子

藤井　久子
監 事 森　　章一 山本　常雄
評 議 員 井上　真二 阿部　　俊 上杉　　徹 熊谷　親啓

鈴木　光子 藤井　久子 坂本　庸秀 小澤　昌甲
兼田　幸子 坂本　　滋 笹本　栄作 中村　　豊
原　　　寛 山ノ井景子 山本　義和

■社会福祉法人神戸YMCA福祉会
理 事 長 井上　真二
常務理事 小澤　昌甲
理 事 丹家　元陽 橋本　　明 𠮷田　昌義 山ノ井景子
監 事 馬場　一郎 柳谷　利起
評 議 員 植村　篤子 廣瀬　一雄 丹羽　和子 前田　　隆

山口　　宰 藤田　　裕 清水嘉津子 星野　昌枝
運営委員 井出　　浩 倉石　哲也 松本　正史

■神戸YMCA後援会
顧 問 井戸　敏三 久元　喜造
会 長 米田　准三
副 会 長 野澤太一郎
会 員 天木　　明 嘉納　忠夫 小林　博司 米谷　　収

雀部　昌吾 下村　治生 高嶋　良平 武田　　建
中内　　仁 中内　安子 奈良山貴士 新野幸次郎
松岡　通夫 三輪　　武

■神戸YMCA賛助会（敬称略・順不同）
株式会社RE PRODUCTS PROJECT 株式会社ジャパン・リリーフ
有限会社クレセントインターナショナル 不二熱学サービス株式会社
シンコーフラワーセンター 富士ゼロックス兵庫株式会社
セコム株式会社　兵庫本部 神戸キリスト教書店
株式会社竹中工務店　神戸支店 エム・シーシー食品株式会社
株式会社三井住友銀行 株式会社神戸ポートピアホテル
生活協同組合コープこうべ 三神工業株式会社
白鶴酒造株式会社 菱三印刷株式会社
兵庫トヨタ自動車株式会社 株式会社ジェイティービー
株式会社神戸凮月堂 株式会社ウイング
村田建設株式会社 株式会社エーアンドディー設計企画
株式会社ボンヌール写真室 第一電子株式会社
株式会社渡辺電業社 有限会社イースター式典社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 株式会社サンビルダー
兵庫日産自動車株式会社 神戸信用金庫
竹鶴石油株式会社 株式会社サンケイビルマネジメント
社会福祉法人光朔会オリンピア 株式会社みなと銀行
有限会社わかばやし印刷

レイパーソン（ボランティア役員）（2018年4月1日現在）
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■公益財団法人神戸YMCA
総 主 事 井上　真二
名誉主事 山口　　徹 水野　雄二
認証主事 坂本　　滋 松森　正樹 三島　浩司 坂本　庸秀

小澤　昌甲 松田　道子 齊藤　　靖 岩井　義矢
谷川　　尚 小寺　隆志

主 事 職 功力　正士 西田　　勉 櫻井　英治 山田　浩介
池田　英基 松田　康之 坂本　孝司 間　　勝也
藤田　良祐 大塚　雅人 古谷　佳之 達　　直樹
阪田　晃一 山本　亮司 岩本　和憲 松尾　隆幸
井島　裕介 大津　　創 藤井　信人 本山　哲也
中道　愛子 大田　靖之 興津　貴大 山城みなみ
栁𠩤　謙介 西崎　由莉 横山徹太郎 狩山　晴奈
本田　陽人 太田ひかり 橋本　　唯 藤原　　梓
森川　俊介 水野　宏明 井川　澄人 鐘　　瑋悦
中北　瑛美 奥田　慎司 松井花咲音

講 師 職 西馬　　薫 三井　敬子 村田　明男 永安まゆき
事 務 職 神野　敬子 井上　伸子 汐見　葉子 大石恵理子

田治　杉子 俵　万理子 権藤　みか 舛永　知子
寺岡　和紗 佐藤香菜子 白井恵理子 横関　　舞
齋木　恭子 谷本　典子

嘱 託 木村　和子 木村　保典 岡田　　亨 川口　友美
酒井　　舞 八重垣珠美 藤井　愛子 村松　佳美
宗行孝之介 髙﨑　愛子

嘱託専任講師 井島　淳子 松本　紳吾 川北　陽子 杉野由美子
王　　愛華 増田　史弥 財部　仁子 松本由紀子
東恩納江志 古谷　茉穂 井上　直子 島田美知子
木下　陽介 進士　公貴 中村　涼夏

■学校法人神戸YMCA学園
●神戸YMCAちとせ幼稚園
職 員 坂本　庸秀（園長）

山田　浩介（副園長）
三木　圭子（主任教諭）
山本　智子 藤田　侑衣 松岡　賛祈 井上美沙樹
髙橋さやか 中村　淑乃 大谷　友香 大平　彩加
松尾　　楓 村上みゆき 村松　佳美

●西神戸YMCA幼稚園
職 員 坂本　　滋（園長）

植村　篤子（主任教諭）
大谷　弘子（主任教諭）
頼光　恵利 鍵本　愛美 加納　　玲 西上　葉月
高畑　瑞希 宅見　まこ 今津佐知子 大久保美里
川原悠里圭 井上萌々香 橋本　朋子 末政　　葵
坊　果奈実 川村　千秋 川瀬　彩加 俵　万理子
髙﨑　愛子

●YMCAちとせ保育ルーム
職 員 藤田　千佳（施設長）

吉田真由巳

学校法人顧問 𠮷田　昌義

■社会福祉法人神戸YMCA福祉会
●幼保連携型認定こども園 YMCA保育園・分園
職 員 小澤　昌甲（園長）

井奥　千恵（主幹保育教諭） 藤村　純子（主幹保育教諭）
大下　優花（副主幹保育教諭） 多田羅待子（副主幹保育教諭）
水野　靖子（副主幹保育教諭） 岡　　重里（副主幹保育教諭）
藤田恵梨佳 平井李果子 岩﨑　美里 傍嶋　千晴
宮井　　彩 石田　詩織 山井　美咲 髙坂　里奈
前田　早希 村井　理絵 若林　風美 長石　香穂
劒物　七海 住野ちひろ 伊藤　典子 山田香穂子
北中　由花 松原明日翔 吉田　茉央 新本　優香
宮西満里奈 三浦のぞみ 大石恵理子 水野　宏明

●神戸市立太山寺児童館
職 員 小澤　昌甲（館長）

水野　宏明 西崎　由莉 藤郷　唯希 林　菜々美

●幼保連携型認定こども園 西神戸YMCA保育園
職 員 小澤　昌甲（園長）

村上　祐子（主幹保育教諭）
佐藤　綾加（副主幹保育教諭） 水島　弘恵（副主幹保育教諭）
山田　裕美（副主幹保育教諭）
松原知佐子 岡田　志織 菅　　敦美 岡　　愛梨
菊井　英美 匠田　奈帆 折田　成美 前坂つかさ
鉛口　　唯 山根　晴香 石井　美名 箸　佳菜子
西田　芽生 赤藤　彩子 藤井　愛子

●幼保連携型認定こども園 神戸学園都市YMCAこども園
職 員 松田　康之（園長）

小林智恵子（主幹保育教諭） 奥田美那子（主幹保育教諭）
板倉　由紀（副主幹保育教諭） 上田奈津子（副主幹保育教諭）
石田　由紀 山本かおる 石峯絵梨佳 長谷川ひかり
鍋谷　佳那 小西　美穂 重久　結衣 絆地　優希
橋本　純菜 長江稚亜紀 池山　菜摘 大和田莉沙
本村紗弥香

●児童発達支援事業／放課後等デイサービス YMCAおひさま
職 員 松田　康之（管理者）

石神　浩子（児童発達支援管理責任者）
豊蔵　早苗

●幼保連携型認定こども園 西宮YMCA保育園
職 員 谷川　　尚（園長）

上杉　直子（主幹保育教諭）
藤森　美樹（副主幹保育教諭） 藤田　佳奈（副主幹保育教諭）
太田　千恵 上田　彩可 松尾　和実 今井　詩織
石田　　遥 猪谷　仁美 小川みなみ 植村　美奏
吉川　ひな 吉松　梨香 八木　　惠

●幼保連携型認定こども園 西宮つとがわYMCA保育園
職 員 谷川　　尚（園長）

小澤　夏子（主幹保育教諭） 門脇　加奈（主幹保育教諭）
坂田香奈子（副主幹保育教諭）
掛布　友子 米倉　志織 藤田　恵佳 六田　智香
福田　陽子 北本紗耶子 春山　稚佳 長谷川絵理
八尾　百華 門谷あゆみ 小島　絵美 山﨑さくら
平吉　恵子

職員・スタッフ（2018年4月1日現在）
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2018年度 公職（神戸YMCA内外・2018年4月1日現在）

中道　基夫会長・公益財団法人理事長
　◦日本YMCA同盟 （理事）
　◦日本YMCA同盟 （常議員）
　◦日本YMCA同盟協議会 （神戸YMCA選出代議員）
　◦日本YMCA同盟・ミッション委員会 （委員長）

武田　寿子名誉理事
　◦NPO法人スペシャルオリンピックス日本・兵庫 （理事長）
　◦（社福）オリンピア （理事）
　◦（学）啓明学院 （SGH運営指導委員）

廣瀬　頼子常議員
　◦世界YMCA同盟常務委員会 （委員）
　◦日本YMCA同盟・ユース委員会 （委員長）
　◦日本YMCA同盟協議会 （同盟選出代議員） 
　◦日本YMCA同盟 （常議員）

廣瀬　献児常議員
　◦日本YMCA同盟 （神戸YMCA選出代議員）

山口　徹名誉主事
　◦兵庫県青少年団体連絡協議会 （顧問）
　◦（社福）神戸いのちの電話 （顧問）
　◦（社福）神戸保育会 （理事）
　◦（一財）村尾育英会 （理事）
　◦（宗）日本キリスト教団甲南教会付属甲南同胞幼稚園 （理事）
　◦（学）頌栄保育学園 （監事）
　◦（一社）兵庫県バスケットボール協会 （顧問）
　◦兵庫県ミニバスケットボール連盟 （会長）

水野　雄二名誉主事
〈学校〉
　◦（学）頌栄保育学院 （評議員）
　◦（学）啓明学院 （SGH運営指導委員）
　◦（社）兵庫県専修学校各種学校連合会 （顧問）
　◦（学）星陵学園 （理事）
〈国際関係〉
　◦（公財）PHD協会 （理事長）
〈福祉関係〉
　◦（社福）神戸聖隷福祉事業団 （理事長）
　◦（社福）イエス団 （理事）
　◦（社福）神戸いのちの電話 （理事長）
　◦日本キリスト教社会事業同盟 （副理事長）
〈その他〉
　◦神戸信用金庫 （総代）
　◦西神戸教会 （責任役員）

井上　真二総主事
〈日本YMCA関係〉
　◦日本YMCA同盟協議会 （神戸YMCA選出代議員）
　◦全国YMCA戦略会議 （委員）
　◦日台YMCA連絡委員会 （委員）
　◦英語教育担当者会 （担当総主事）
　◦中日本YMCA総主事会議  （会長）
〈地域活動関係〉
　◦兵庫県青少年団体連絡協議会 （幹事）
　◦兵庫県「トライやる・ウィーク」推進協議会 （神戸YMCA代表）
　◦こころ豊かな美しい兵庫推進会議 （神戸YMCA代表）
　◦フラワーロード沿道まちづくり協議会 （副会長）
　◦ひょうごコミュニティ財団 （評議員）
　◦神戸ロータリークラブ （社会奉仕委員）
　◦兵庫県長期ビジョン審議会 （委員）

〈学校・日本語教育関係〉
　◦兵庫県地域留学生交流推進会議 （委員）
〈国際関係〉
　◦（公財）PHD協会 （評議員）
　◦NPO法人留学生ホストファミリー交流センター （理事）
　◦日本国際連合協会兵庫県本部 （常任理事）
　◦兵庫県ユニセフ協会 （理事）
　◦（公財）神戸国際協力交流センター （理事）
　◦（公財）兵庫県国際交流協会 （理事）
〈福祉関係〉
　◦（社福）神戸市社会福祉協議会 （評議員）
　◦（社福）イエス団 （評議員）
　◦（公財）ひょうご子どもと家庭福祉財団 （評議員）
　◦（社福）兵庫県社会福祉協議会 （理事）
　◦（社福）神戸いのちの電話 （評議員）
　◦（社福）光朔会 （評議員）

宗行　孝之介主事
　◦（社福）聖和福祉会 （施設苦情解決第三者委員）
　◦（社福）聖ミカエル保育園 （評議員）

坂本　庸秀主事
　◦高倉台小学校 （評議員）

三島　浩司主事
　◦（社福）兵庫県共同募金会 （評議員）
　◦兵庫県立御影高等学校 （評議員）

小澤　昌甲主事
　◦（公社）神戸市私立保育園連盟 （理事）
　◦（社福）神戸市西区社会福祉協議会 （監事）
　◦（社福）松蔭ミカエル福祉会 （理事）
　◦（社福）頌栄会 （評議員）
　◦特定非営利活動法人　SOWERS （監事）
　◦賀川記念館コア100 （委員）
　◦県立伊川谷北高等学校 （評議員）
　◦神戸市立小寺小学校 （評議員）
　◦学園東町ふれあいのまちづくり協議会 （顧問）
　◦学園西町ふれあいのまちづくり協議会 （顧問）
　◦学園都市・太山寺青少年育成協議会 （顧問）

岩井　義矢主事
　◦神戸市青少年団体連絡協議会
　◦三田市社会福祉協議会 （評議員）

松田　道子主事
　◦海外災害援助市民センター（CODE） （理事）
　◦コープともしび財団 （理事）

谷川　尚主事
　◦西宮市子ども・子育て会議 （委員）
　◦（一社）西宮市私立保育協会 （理事）

坂本　孝司ディレクター
　◦兵庫県キャンプ協会 （理事）

松田　康之ディレクター
　◦賀川記念館コア100 （委員）
　◦神戸市発達障害児（者）支援連絡協議会 （委員）
　◦東播磨生活創造センター「かこむ」 （審議委員）



神戸YMCA ～すべての「いのち」が光り輝くように～

神戸市立太山寺児童館
〒651-2103
神戸市西区学園西町5-2-3
　（078）794-4790

（指定管理者）

YMCA保育園
〒651-2103
神戸市西区学園西町5-4
　（078）794-3901

西神南YMCA
西神戸YMCA幼稚園
〒651-2243
神戸市西区井吹台西町4-5
　（078）993-1560
　（078）997-7705（幼稚園）

神戸学園都市YMCA
こども園
〒651-2102
神戸市西区学園東町2-1-3
　（078）791-2955

西神戸YMCA会館
（ウエルネスセンター学園都市、西神戸YMCA）
神戸YMCA高等学院
〒651-2102 
神戸市西区学園東町2-1-3
　（078）793-7401
　（ウエルネスセンター学園都市）
　（078）793-7402（西神戸YMCA）
　（078）793-7435（神戸YMCA高等学院）

YMCAちとせ保育ルーム
〒651-2103
神戸市西区学園西町4-1
神戸留学生会館内
　（078）786-3821

西宮YMCA
西宮YMCA保育園
〒662-0977
西宮市神楽町5-23
　（0798）35-5987
　（0798）35-5992（保育園）

西宮つとがわYMCA
保育園
〒663-8233
西宮市津門川町2-14  
　（0798）26-1016

神戸YMCAファミリー
ウエルネスセンター

（ホームヘルパーの事務所）
〒651-0072
神戸市中央区脇浜町2-10-21
　（078）241-7202
　（ファミリーウエルネスセンター）
　（078）241-7237
　（ホームヘルパーの事務所）

神戸YMCA三宮会館
（本部事務局、コミュニティサービスセンター）
神戸YMCAカレッジ

（専門学校、ランゲージセンター、国際・奉仕センター）
〒650-0001 
神戸市中央区加納町2-7-11
　（078）241-7201（本部事務局）
　（078）241-7216（CSC）
　（078）241-7203（神戸YMCAカレッジ）

西神戸YMCA保育園
〒651-2103
神戸市西区学園西町1-1-2
　（078）792-1011

YMCA保育園
おひさま分園
〒651-2103
神戸市西区学園西町7-2-1-101
　（078）794-4080

須磨YMCA
神戸YMCAちとせ幼稚園
〒654-0081
神戸市須磨区高倉台4-12
　（078）734-0183
　（078）732-3542（幼稚園）

神戸YMCA活動拠点

明石

西神中央

西神南

学園都市
名谷

湊川

鈴蘭台

北神急行

谷上
有馬温泉

三田

宝塚
神戸電

鉄有馬
線

舞子

垂水 須磨
須磨海浜公園

鷹取

神戸

三宮 灘
住吉

新神戸

JR神戸線

阪急神戸線 夙川

さくら夙川
西宮

西宮北口

香櫨園

今津

芦屋

青木
阪神本線

市営地下鉄
（海岸線）

市営地下鉄
（西神・山手線）

春日野道岩屋
御影

小豆島（香川県）

余島野外活動
センター

余島野外活動センター
〒761-4100
香川県小豆郡土庄町字余島
　（0879）62-2241
キャンピングサービスセンター
〒650-0001 
神戸市中央区加納町2-7-11
　（078）241-7216

神戸市立西体育館
〒651-2276
神戸市西区春日台5-436
　（078）961-1381

（神戸市スポーツ教育協会と
㈱アシックスと共同指定管理者）

神戸市立東灘体育館
〒658-0025
神戸市東灘区魚崎南町6-5-11
　（078）452-9279

（神戸市スポーツ教育協会と
㈱アシックスと共同指定管理者）

ユースプラザ
KOBE・EAST
〒658-0054
神戸市東灘区御影中町3-2-1
御影クラッセ4F
　（078）891-8222

（運営主体）

西宮市香櫨園留守家庭
児童育成センター
〒662-0952
西宮市中浜町3-32
　（0798）33-0214

（指定管理者）

神戸市立北須磨
文化センター
〒654-0154
神戸市須磨区中落合3-1-2
　（078）791-0840

（神戸市スポーツ教育協会と
㈱アシックスと共同指定管理者）

西宮市浜脇留守家庭
児童育成センター
〒662-0941
西宮市浜脇町5-48
　（0798）34-1444

（指定管理者）

神戸市立須磨体育館
〒654-0035
神戸市須磨区中島町1-2-2
　（078）734-5588

（神戸市スポーツ教育協会と
㈱アシックスと共同指定管理者）

西宮市用海留守家庭
児童育成センター
〒662-0921
西宮市用海町3-54
　（0798）35-1522

（指定管理者）

神戸市立垂水体育館
〒655-0033
神戸市垂水区旭が丘2-1-22
　（078）709-6262

（神戸市スポーツ教育協会と
㈱アシックスと共同指定管理者）

あかしこども広場
〒673-0891
明石市大明石町1-6-1
パピオスあかし5階
　（078）918-6371

（コープこうべと共同）



YMCAとは

世界119の国と地域でおよそ5800万人の会員が活動している
NGO（非営利組織）です。

日本のYMCAは、全国35都市、200を超える拠点で14万人が参
加し、自らの学びや健康、社会課題の解決のためのさまざまな
活動を行っています。

あらゆる年代・性別・宗教の人々と「互いを認め合い、高め合う
ポジティブネットのある社会を創ること」を目標としています。

〒650-0001  神戸市中央区加納町2-7-11

神戸YMCA
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