
YMCAとは

世界120の国と地域でおよそ6500万人の会員を有する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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YMCAのロゴマークに込める思い
ＹＭＣＡの正章

　ＹＭＣＡは1844年にロンドンで設立されました。シ
ンボルマークの正三角形は、ＹＭＣＡの人間観である
Spirit（精神）Mind（知性）Body（身体）の調和が
とれた「全人としての成長」への願いを表しています。
また、中央にJOHN17:21（ヨハネによる福音書17章21
節）「すべての人を一つにしてください」と記されて
おり、国、民族、宗教、性別の隔たりを超えた、共に
生きる社会を作り出すことへの願いが示されています。

日本のＹＭＣＡのロゴマーク
「ポジティブY」

　 鳥 が 飛 び 立 つ 瞬 間 の 姿 を モ チ ー フ
に、生命の息吹、未来へ向かう力、平
和への想いを表現。アルファベットの
Yをかたどりながら、新しいスローガン
「みつかる。つながる。よくなってい
く。」の3つの価値と、正章に示された
「精神、知性、身体」を内包する構成
になっています。

神戸YMCA2020年度年間聖句

神戸YMCAの使命 （日本YMCA基本原則） 神戸YMCAの願い （神戸YMCA中期計画2020）

「命の泉はあなたにあり　あなたの光に、わたしたちは光を見る」
 （詩編36編10節）

●イエス・キリストの愛と奉仕の生き方に学びます。
●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。
●人権を守り、喜びと痛みを分かちあう社会をめざします。
●世界の人びとと共に、平和の実現に努めます。

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。

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。

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。

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。



神戸ＹＭＣＡ  会 長
中道　基夫

神戸ＹＭＣＡ  総主事
井上　真二
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2019 年度の歩み
ファミリーウエルネスを実現するために

第69回関西地区YMCA合唱交歓会が7月21日に開催されま
した。今回は神戸の「混声合唱団くさぶえ」が主管となっ
て、三宮会館のチャペルで行われました。北摂YMCA「コー
ル・アゼリア」、奈良YMCA「コール・マスキール」、大阪南
YMCA「もみの木」の三団体をお招きして、午前中リハーサ
ル、昼食を挟んで午後は楽しい合唱交歓会となりました。
阿部望先生のご指導のもと、企画、準備、歌の練習と団員
一同心を合わせて頑張りました。

神戸YMCA高等学院教育セミナー

「中高生に対する保護者・先生のかかわり方」というテー
マで2回にわたり開催した今年の教育セミナー。第1回は
10月5日「こどもの未来を広げるために ～人生100年時代
の子育て～ 」と題して勝木洋子先生（神戸親和女子大学教
授）に、第2回は11月9日「こどもの可能性は無限大 ～枠
にとらわれない教育～ 」というテーマで中林和子先生（フ
リースクール For Life 理事長）に、それぞれお話いただきま
した。いずれも盛況・好評で、お子さまとのかかわり方に悩
みを持っておられる保護者の方、中高生にかかわられてい
る先生・教育関係者の方ら、多くの方にご参加いただき、
ともに学ぶ場を持つことができました。

関西地区YMCA合唱交歓会

JCCCNC親善日系ユースプログラム

7月25日～7月31日、アメリカ・北カル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
関係者約100名が、大阪と神戸を訪ねることを目的とし来
日しました。センターと神戸ＹＭＣＡとの交流は、阪神・淡路
大震災がきっかけで始まり、震災後25年の節目であること
から、今回のプログラムが行われました。神戸での3日間は、
社会福祉法人明星寮長田こどもホームでの交流、人と未

次世代を担うユースのために

「みつかる、つながる、よくなっていく」は日本YMCAのブランドスローガンです。私たちの活動は人と人
がつながること、支え合うことが全ての基盤であり、それを強みとしてきました。しかしながら、出会うこ
と、交わること自体が大きな制約を受け、ポジティブネットのある豊かな社会をつくるというビジョンの実
現を目に見えないウイルスによって阻まれています。この感染症が引き起こす様々な世界規模のダメージ
がいつ収束するのかもわかりません。公衆衛生とは、グローバル化とは、ウイルスとの共存とは、様々な課
題がつきつけられる2020年のスタートになりました。

さて、2020年度の年間聖句は2019年度と同じ「命の泉はあなたにあり あなたの光に、わたしたちは光
を見る」が選ばれました。神戸YMCAでは神戸キリスト教青年会が所管しているミッション委員会での協議
を経て年間聖句を決め、私たちの1年間の活動指針、私たちに与えられた使命を表すもののひとつとしてい
ます。この聖句にある「あなた」は神を意味していますが、それだけではなくYMCAの活動拠点を訪れる全
ての方が「あなた ＝ 私（自分）」と解釈し、自らに呼びかけられているように感じられることや、光という
言葉の中に暖かさや希望を感じることなど、より大きく強いつながりを築けるという願いがあります。また、
�いのち�、�光�という言葉と、�あなた�と�私�という関係性は、今の社会情勢とYMCAの働きにも合致するも
のであるということが選ばれた理由です。

2020年度もこの聖句を掲げ、神戸YMCAの全ての活動がポジティブネットを広げ、希望ある豊かな社会
を創り、社会に必要とされることを目指します。そして、神戸YMCAに集うすべての人々が光となり、希望あ
る未来を見つめ、共に歩むことができる一年になればと願っています。

新しい年度も引き続き皆様のご支援、ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

ごあいさつ
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来防災センターにて震災学習、神戸市立御影中学校・神戸
市立本山中学校のバスケットボール部の生徒たちと親善試
合、そして、ホームステイ体験をしました。様々な人たちとの
交流を通して、日本文化に触れ合う機会となりました。

～臨時休校対応、子どもたちが安心して遊ぶことのできるように～

「森あそび」のご報告
2020年2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、全国の小中高校に休校要請が出されました。突如とし
て学校という場やあそび場など、日常を失った子どもたち。
そんな子どもたちに何かできることはないか。子どもの遊ぶ
権利を何とか保証できないか。神戸ＹＭＣＡでは、そんなこ
とを考え、小さなことから始めることにしました。
感染症の拡大を抑えるということを大前提とし、安全に配
慮した完全屋外型のプログラムとして計画、実施しました。3 
月 9 日から13 日の5日間、神戸市西区の学園都市の高塚山
を拠点として、神戸学園都市高塚山を愛する会の皆さんの
協力も受け、多くのボランティアの皆さまとともに、活動を行
いました。
期間中の参加者数は延べ数で、小学生77名、中学生ボラン
ティア2名、ユースボランティア37名、ファミリーボランティア
7名、愛する会のメンバー18名、ＹＭＣＡスタッフ13名の総勢

154名でした。参加した子どもたちは、森の中で思いっきり心
を開放し、身体を動かしていました。ある参加者は「自由って
いいよなー、なんで自由なんやろな」と話していました。
今回、 参加者の居住エリアが西区だけでなく、垂水区、須磨
区、北区、中央区など、遠方からのニーズもあったというこ
ともわかりました。新型コロナウイルスの影響拡大はまだ
まだ長期化していくことが予想されます。そのような状況に
あっても、子どもや若者がいきいきと過ごすことができるよ
うに取り組んでいきたいと思います。
なお、この活動には神戸市西区社会福祉協議会の善意銀
行から助成を頂きました。この場をお借りしまして、感謝申
し上げます。

バザーが開催されました！

2019年度も各地でバザーが開催されました。5月25日の
「第32回宝塚チャリティーバザー」（宝塚市逆瀬川）で
は、たくさんの掘り出し物があるのみの市や、お子さんを
対象にしたゲームコーナー、焼きそばやぜんざい、手作り
クッキーなどの食べ物コーナー、お楽しみ抽選会など、
様々なブースが準備され、初めて来られる方から、毎年バ
ザーを楽しみにしてくださっている方まで、皆さんの笑顔あ
ふれる、賑やかなバザーとなりました。多くのワイズメンや
ユースボランティアリーダーにご協力いただき、バザーを通
してYMCAとたくさんの方々のつながりができました。
バザーの収益は、国際協力募金や被災地支援、ユースの育
成などにお捧げいたしました。

地区体育館での活動

神戸市立垂水体育館、西体育館、東灘体育館、須磨体育
館、北須磨文化センターなどを指定管理で運営していま
す。地区体育館では総合型地域スポーツクラブとしての活
動が活発に行われ、その支援も我々の重要な使命です。
垂水体育館では、様々なイベントの企画・運営や各校区の
情報共有などを行う「垂水区連絡協議会」が年間で12回
行われ、神戸市の区の中では最多となっています。近隣の
小学校の水上安全、救命講習はもちろん、親子特別授業
（ニュースポーツ体験）も恒例となっています。また、幼稚
園、保育園の体育指導、さらに教員対象の指導者の為の
指導講習会も行っています。毎年10月には「たるみ健康い
きいきウォーク」という大きなイベントを実施し区役所・
区体協・スポーツ推進委員の方々、地元企業や近隣大学、
ウォーキング協会など様々な方々と連携・協力をしながら
開催しています。多くの方に親しまれる体育館として今後も
その繋がりを大切にし、互いによりよくなっていけるような
運営と地域を目指していきたいと思います。

2019 年度の歩み

地域の人々と共に
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2019 年度の歩み

神戸ＹＭＣＡの願いである「すべてのいのちが光り輝くように、守り育てる」活動は、広く社会から手を差
しのべてくださる方々の、会費や募金・寄附、補助金・協賛金などによって支えられています。

神戸ＹＭＣＡのファンドレイジング

金　額 内　訳

会 費 7,454,120
維持会費、基本会費

賛助会費

募 金 3,602,804

国際協力募金（街頭募金、募金箱他）

災害支援募金（台風19号・15号被害、東日本大震災）

パートナーキャンプ募金　他

寄 附 金 17,725,149

子ども奨学金のために（個人寄附、チャリティーワイン他）

青少年育成のために（ワイズメンズクラブ、バザー、チャリティーゴルフ他）

プログラム・地域支援のために（ファミリープログラム支援他）

余島支援のために（よしましよ他）

神戸YMCA運動のために（個人寄附、株式会社上組他）

補 助 金
協 賛 金 34,205,724

私立専修学校専門課程復興費補助金

結核予防費補助金

ユースプラザKOBE・EAST運営補助金

放課後児童健全育成事業補助金（西神戸）

放課後児童健全育成事業補助金（須磨）

くすのき助成金

狂言鑑賞会助成金

サントリー余島キャンプ助成金

FCSC支援金（YMCA国際賛助会）

2018年度神戸YMCAチャリティーラン

総 額 62,987,797

金　額 内　訳

子 ど も
奨 学 金 1,902,270 経済的な理由でＹＭＣＡプログラムに参加が困難な子どもたちのために

青少年育成 12,654,133

ボランティアリーダー育成・派遣のために

指導者養成のために

神戸ＹＭＣＡ専門学校で学ぶ青年のために

国 際 協 力 2,879,956
国際協力活動のために（東南アジア農村支援、国際活動リーダーシップ養成他）

災害支援のために（台風19号・15号災害、東日本大震災他）

余 島 支 援 15,426,594

プログラム支援のために（One Camp、パートナーキャンプ他）

余島プロジェクト（サントリーホールディングス株式会社との協働）

余島環境整備のために　他

放課後児童
健 全 育 成 22,258,240 放課後の子どもたちの居場所作りのために

障 が い 児
支 援 1,007,004 障がいのある子どもたちのために

会 員 活 動 1,386,318 神戸ＹＭＣＡ会員活動のために（委員会活動、セミナー開催費他）

地 域 支 援 3,516,115 地域貢献・プログラム支援のために（ファミリープログラム支援、災害備品購入他）

全 国 協 力 443,459 ＹＭＣＡ全国協力のために

事 務 費 1,513,708

総 額 62,987,797

2019年度収入の部

2019年度支出の部

■会費
■募金
■寄附金
■補助金

12%

6%

28%
54%

■子ども奨学金
■青少年育成
■国際協力
■余島支援
■放課後児童健全育成

■障がい児支援
■会員活動
■地域支援
■全国協力
■事務費

3%
2%
2%

2%
1%

20%

5%

25%

35%

5%
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●会員になってＹＭＣＡを支える。
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にしています。ご賛同頂ける方は、会員となって頂きＹＭＣＡ運動をお支えください。
年会費 
・維持会員 一口5,000円
なお、維持会員の年会費は寄附控除の対象となります。

●募金・寄附をする。
ＹＭＣＡの各拠点に募金箱を設置しています。また、クレジット・振り込みをご希望の場合は神戸ＹＭＣＡ寄附サイト
（http://kifu-kobeymca.org/）をご覧頂くか、最寄のＹＭＣＡまでご連絡ください。

●神戸ＹＭＣＡのファンド活動に参加する。
「チャリティーゴルフ大会」、「チャリティーワインを楽しむ会」をそれぞれ年2回開催しています。ゴルフやワインを楽しん
で頂き、その参加費の一部を青少年育成活動や神戸ＹＭＣＡのプログラムに経済的事由のために参加できない18才未満
の青少年への支援の「子ども奨学金」へ捧げられます。2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中断していま
すが、詳しくは最寄のＹＭＣＡまでお問い合わせください。

助けを必要としている方々と歩むために、ご支援ください。

国際協力募金 チャリティーワインを楽しむ会 チャリティーゴルフ

頂いた会費や募金・寄附金、補助金・協賛金で実施した活動紹介
サントリー・神戸YMCA「余島プロジェクト」
サントリーホールディングス株式会社と神戸YMCAで行う協
働事業「余島プロジェクト」は、2019年で開始14年を迎えま
した。
これまでの挑戦が「シーカヤックキャンプ」という一つのフ
ラッグシップキャンプを作り上げました。最高のスタッフ陣を
揃え、動力船の搬送なしで、シーカヤッックで旅に出ました。
余島を含む7つの島を巡る旅。キャンパーは海図と仲間を頼
りに遠征計画を立て、パッキングし、寝泊りをして、YMCAが未
踏の無人島も含めて7つの島の土を踏みました。
たくさんのプラスチックゴミに囲まれた砂浜で寝泊りし、この
世のものとは思えない美しい朝焼けの海を見ながらカヤッ
クを漕ぎました。「道具を使い、自分で考えて行動し、仲間と
生きる」。海に囲まれたキャンプ場でできる最高のキャンプが
ここに誕生しました。

One Camp・ユースチャレンジ・子ども奨学金
One Campは今年も、様々な人々にキャンプ参加機会を提
供しました。「キャンプは社会の縮図である」ことをテーマ
に、そこに多様な人々を呼び込み、包摂性について体験す
るとても良い機会を提供しています。「仲良くなること」は
決して簡単なことではなく、また「必ず仲良くならなければ
ならない」ということでもない。参加費を自己負担できるか
どうかで参加者の属性が決まってしまうキャンプとは一味
違うキャンプが継続されています。

I�m a Partner　福島の子ども招待キャンプ
コープこうべ、兵庫県ユニセフ協会と神戸YMCAで2012年よ
り行ってきた「福島の子ども保養プロジェクト」が継続して
実施され、神戸YMCAはパートナーキャンプとして過去参加
者の中高生、今回は社会人もリーダーとして招聘しました。
福島から余島に参加した子どもたちは、延べ590名となりま
した。
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■ ワイズメンズクラブはYMCAをサポートするボランティアの人々による世界的な奉仕団体です。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1,400クラブ、29,000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60クラブ、会員
数1,200名、西日本区はクラブ数80クラブ、会員数1,500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、神戸、西宮、神戸西、神戸ポート、宝塚、さんだ、神戸学園都市、芦屋の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、ユースリーダーの育成を支援したり、毎月の例会を楽し
く意義あるものにし、大きくは地球社会に対して、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。

2019年度の主な活動
チャリティーバザー

ワイズメンズクラブ、リーダー、スタッフ、ボランティアの皆さんによって各エリアのチャリティーバザーが行
われました。ゲーム、屋台、お楽しみ抽選会等で大いに盛り上がり、収益金はＹＭＣＡを通じて世界や日本
国内の災害や紛争にある地域の支援や、地域支援、子育て支援などに用いさせていただきました。

被災地復興支援チャリティーコンサート（4/27）
神戸ポートワイズメンズクラブの主催のコンサートが神戸栄光教会で開催され、石巻栄光教会とのオンラ
インの中継も入れながら、約280名の皆さんとともに東日本大震災被災地にエールを送りました。

第22回西日本区大会（6/21～23）
今年は京都を会場として、ワイズメンズクラブ西日本区のワイズメンズ、メネット、その他関係者が集まり、
お互いの活動報告やクラブ紹介、前夜祭、チャリティーゴルフコンペ、懇親会他を行ない大いに親睦を図り
ました。

第22回神戸ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティ－ラン2019共催（11/4）
集まった支援金で「日本中の障がいのある子どもたちがＹＭＣＡの夏のキャンプに参加できるように！」と
の願いから始まった大会です。奉仕者、ランナー他、約700名が会場に足を運んでくださいました。

神戸ワイズメンズクラブ創立90周年記念例会（2/22）
1930年に日本で2番目に設立された神戸ワイズメンズクラブの90周年記念例会がANAクラウンプラザホテル神戸で開催され、記念
式典、懇親会に約140人の皆さんのご参加がありました。記念式典では神戸ワイズメンズクラブとチェンマイ
ＹＭＣＡとの長きにわたる友情と協働の成果を「平和への道」というテーマでメッセージが発信されました。

日本語スピーチコンテストへの協賛（3/4）
日本語を学ぶ留学生たちが、日本での経験や見聞などをテーマにスピーチを行うことで、日頃の学習の成果
を披露するとともに、地域の方々にかれらの存在をより深めて頂くため、関係各方面の方々のご協力いただ
き、スピーチコンテストを開催しています。

Paul William Alexander

YMCA を支える国際奉仕クラブ「ワイズメンズクラブ」

A. 公益財団法人神戸YMCA会員状況
１）会員種別 〈2019 年度〉〈2018 年度〉前年比

維持会員 527 511 16
基本会員（18 歳未満） 51 52 -1
基本会員（18 歳以上） 458 475 -17
活動会員（18 歳未満） 5,644 5,718 -74
活動会員（18 歳以上） 2,347 2,571 -224
合計 9,027 9,327 -300

２）活動領域別（延人数）
少年 ウエルネス 3,481 3,415 66
 少年事業 2,855 2,778 77

語学・国際・生涯学習 43 51 -8
 進学・学習 88 109 -21
青成 ウエルネス 1,894 2,093 -199

語学・国際・生涯学習 354 383 -29
 進学・学習 57 62 -5
合計 8,772 8,891 -119

３）会員分類
総会構成員 537 521 16
その他の会員 8,490 8,806 -316
合計 9,027 9,327 -300

４）賛助会
賛助会 36 36 0

B. 学校法人神戸YMCA学園在籍者数
〈2019 年度〉〈2018 年度〉前年比

神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園 166 173 -7
ＹＭＣＡちとせ保育ルーム 12 13 -1
西神戸ＹＭＣＡ幼稚園 298 314 -16

●職員
主事職 4 4 0
事務職 2 3 -1
教諭 23 28 -5
嘱託教諭 15 11 4
嘱託職員 2 2 0
合計 46 48 -2

C. 社会福祉法人神戸YMCA福祉会在籍者数
〈2019 年度〉〈2018 年度〉前年比

ＹＭＣＡ保育園・分園 165 161 4
西神戸ＹＭＣＡ保育園 83 83 0
神戸学園都市 YMCA こども園 90 90 0
西宮ＹＭＣＡ保育園 72 73 -1
西宮つとがわＹＭＣＡ保育園 75 75 0
太山寺児童館・小寺コーナー 128 128 0
ＹＭＣＡおひさま 65 65 0

●職員
主事職 9 5 4
事務職 2 2 0
保育士・栄養士 89 90 -1
嘱託 8 7 1
合計 108 104 4

５）役員・指導者・職員
●役員 〈2019 年度〉〈2018 年度〉前年比
公益財団法人理事 10 10 0
公益財団法人監事 2 2 0
公益財団法人評議員 8 8 0
名誉理事 2 3 -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 16 15 1
社会福祉法人理事 6 6 0
社会福祉法人監事 2 2 0
社会福祉法人評議員 8 8 0
キリスト教青年会常議員 25 26 -1
キリスト教青年会監事 3 3 0
事業委員 105 105 0
合計 196 197 -1

●指導者
ボランティア 388 457 -69
講師 447 433 14
合計 835 890 -55

●職員
主事職 38 41 -3
事務職 9 14 -5
講師職 7 4 3
一般職 3 0 3
嘱託 9 10 -1
嘱託専任講師 10 15 -5
嘱託準専任講師 46 47 -1
合計 122 131 -9

（出向者除く）

現況報告（2020年3月31日現在）
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〈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

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）

後援会

賛助会

監事

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

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

東部地域

中央地域

西部地域

キャンピング
サービスセンター

コミュニティ
サービスセンター

本部事務局

教育・国際領域

社会福祉法人神戸YMCA福祉会社会福祉法人神戸YMCA福祉会社会福祉法人神戸YMCA福祉会社会福祉法人神戸YMCA福祉会

評議員会

監事

理事会（理事長）
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2020年度神戸YMCA全体組織
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〈職員業務組織〉
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西部地域委員会

東部地域委員会

余島委員会

総主事

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

東部地域

中央地域

西部地域

キャンピング
サービスセンター

コミュニティ
サービスセンター

本部事務局

教育・国際領域

社会福祉法人神戸YMCA福祉会

評議員会

監事

理事会（理事長）
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レイパーソン（ボランティア役員）（2020年4月1日現在）

■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 馬場　一郎 廣瀬　頼子 古澤　啓太
馬場　貴英　  前田　　隆 美崎　　晋 末岡　成夫
松田　道子 西田　　勉 植村　篤子

監 事 上杉　　徹 安行　英文 藤井　久子
ミッション委員 古澤　啓太（長） 阿部　　俊 有友裕美子 片岡　正義

鈴木　　肇 西本　玲子 原　　真和 藤井　久子
森　　愛子 寺﨑　　真 村田奈緒美

会員活動委員 藤原百合子（長） 石井　恭子 上杉　　徹 岡田　隆之
濵　　浩一 美崎　　晋        安行　英文 岩住　　賢

ユース委 員 秀平　悠磨（長） 床次　隆志 四宮　捷平 須貝　春香
国際委員 Ronnni Alexander（長） 東　　恭子 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 井出　　浩 川崎　孝子
井上　真二 松田　道子 菅根　信彦 小澤　昌甲
坂本　庸秀

■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 松田　道子 西田　　勉
理 事 川島　惠美 進藤　啓介 山形　謙二 川崎　孝子
監 事 山野　和彦 中尾　秀一
評 議 員 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 宮田　満雄 武田　寿子
東部地域委員 浅野　純一（長） 赤木　敏之 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 山形　謙二（長） 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
山口　　宰

西部地域委員 渡邊　　信（長） 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
進藤　啓介

学校教育事業委員
林　　敬子（長） 岩本　哲人 海老　直人 土肥伊都子
中畠　孝幸 濵瀬眞知子 追原　三重 岩野　祐介
中出　惠子

ウエルネス事業委員
高見　　彰（長） 白坂　大輔 舩越　達也 矢野　琢也
小野　昌二

余島委員会 川島　惠美（長） 荒木　真一 猪飼　政昭 鵜丹谷　剛
小栗　　献 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 井出　　浩 井上　真二
川崎　孝子 松田　道子 菅根　信彦 小澤　昌甲
坂本　庸秀

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 上杉　　徹 熊谷　親啓 鈴木　光子 藤井　久子

原　　　寛
監 事 森　　章一 中村　　豊
評 議 員 井上　真二 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 髙橋　秀典 原　　　寛
山ノ井景子 山本　義和 高田　裕之 熱田　大輔

■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
布村　志保

運営委員 井出　　浩 松本　正史 倉石　哲也

■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 菱三印刷株式会社
白鶴酒造株式会社 株式会社ジェイティービー
兵庫トヨタ自動車株式会社 株式会社 ウイング
株式会社神戸凮月堂 株式会社エーアンドディー設計企画
村田建設株式会社 第一電子株式会社
株式会社ボンヌール写真室 有限会社イースター式典社
株式会社サンテックサービス 株式会社サンビルダー
損害保険ジャパン株式会社 神戸信用金庫
兵庫日産自動車株式会社 株式会社サンケイビルマネジメント
竹鶴石油株式会社 株式会社みなと銀行
社会福祉法人光朔会オリンピア 小倉サンダイン株式会社
有限会社わかばやし印刷
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職員・スタッフ（2020年4月1日現在）

■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 西田　　勉 松田　康之

主 事 職 功力　正士 櫻井　英治 山田　浩介 池田　英基
坂本　孝司 間　　勝也 藤田　良祐 大塚　雅人
達　　直樹 阪田　晃一 山本　亮司 岩本　和憲
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 鐘　　瑋悦 奥田　慎司
中北　瑛美 松井花咲音 野口賢太郎(大阪ＹＭＣＡより出向)

講 師 職 西馬　　薫 村田　明男 永安まゆき 川北　陽子
財部　仁子 古谷　茉穂 谷上　悦子 有安麻理子
馬場　智子

事 務 職 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

一 般 職 大谷真理子 佐伯　知香 平吉　恵子
嘱 託 木村　和子 木村　保典 岡田　　亨 川口　友美

八重垣珠美 藤井　愛子 村松　佳美 髙﨑　愛子
田村　　光 神野　敬子 李　　　萍 田中久美子

嘱託専任講師 井島　淳子 増田　史弥 東恩納江志 木下　陽介
中村　涼夏 山田　可奈 完山　紘基 小溝　那水
中本　　悠 水野　佑紀 門野　光平 西垣　伸彰
高須加　奏 妻木　啓晃

■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 井上美沙樹 宅見　まこ
川村　千秋 松尾　　楓 柿葉　　遥 山口　真帆
村上みゆき 平吉　恵子 村松　佳美

●西神戸YMCA幼稚園
職 員 坂本　　滋（園長）

岩井　義矢（副園長）
植村　篤子（主任教諭）
頼光　恵利 鍵本　愛美 松岡　賛祈 西上　葉月
井上萌々香 池田　朋子 末政　　葵 坊　果奈実
川瀬　彩加 土倉　優衣 田中　若葉 愛川　真央
今井　咲希 山中　瑞穂 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
職 員 小澤　昌甲（園長）

井奥　千恵（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） 伊藤　典子（副主幹保育教諭）
平井李果子 傍嶋　千晴 石田　詩織 山井　美咲
髙坂　里奈　 前坂つかさ 劒物　七海 住野ちひろ
山田香穂子 北中　由花 池山　菜摘 新本　優香
宮西満里奈 三浦のぞみ 石井　美名 冨依　裕加
髙松　七海 真鍋　早紀 桑原野乃花 加藤亜寿華
中津濱雅子　 吉田ひふみ　 河野　里咲　 溝手　舞波
川畑　美穂 上村　明子 藤井　愛子 谷本　典子

●神戸市立太山寺児童館
職 員 小澤　昌甲（館長） 達　　直樹（副館長）

西崎　由莉 松井花咲音 藤郷　唯希 折附　澄香

●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） 山田　裕美（副主幹保育教諭）
佐藤　綾加（副主幹保育教諭） 水島　弘恵（副主幹保育教諭）
岡田　志織 菅　　敦美 菊井　英美 匠田　奈帆
鉛口　　唯 山根　晴香 箸　佳菜子 西田　芽生
赤藤　彩子 後藤　理恵 中尾　桃子 中塩屋あゆみ
大石恵理子 羽石　大空 東　　沙妃

●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 長谷川ひかり 鍋谷　佳那
宮井　　彩 小西　美穂 絆地　優希 橋本　純菜
大和田莉沙 本村紗弥香 山下あゆみ 清重　羽咲
池平　麻記 水谷穂野花

●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）

細見　浩子（児童発達支援管理責任者）
山本　陽太 久次米貴誉子

●神戸市立たかとり児童館
職 員 西田　　勉（館長）

水野　宏明 北丸　由香

●幼保連携型認定こども園 西宮ＹＭＣＡ保育園
職 員 谷川　　尚（園長）

小澤　夏子（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） 上杉　直子（地域子育て支援担当責任者）
掛布　友子 井上　彩可 黒野　千恵 今井　詩織
上神　美奏 小川みなみ 猪谷　仁美 北本紗耶子
吉松　梨香 中野　ひな 鈴木　梨香 田村　優亜

●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）

門脇　加奈（主幹保育教諭） 坂田香奈子（副主幹保育教諭）
小島　絵美（副主幹保育教諭） 米倉　志織 福田　陽子
石田　恵佳 春山　稚佳 長谷川絵理 山﨑さくら
八木友佳里 金崎　綾子 木多真由子 皆吉　桃子
山口沙佳江 能代谷香澄 野本　優奈 橋本　　唯

●香櫨園子育て支援施設
上杉　直子（地域子育て支援担当責任者）

●浜脇留守家庭児童育成センター
藤田　良祐（館長）
大谷真理子 大林　 恭子 尾崎　仁美 由良沙也香　
黒岩麻友実 畑木　崇宏 坂本　花依 岡本　望海

●用海留守家庭児童育成センター
森川　俊介 山本　裕子 森田真由子 安部奈津美
北川　佳佑 田中　孝明
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中道　基夫会長・公益財団法人理事長
　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）

廣瀬　頼子常議員
　日本YMCA同盟・ユース委員会 （委員）
　日本YMCA同盟協議会 （同盟選出代議員） 
　日本YMCA同盟 （常議員)

山口　徹名誉主事
　（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）頌栄保育学院 （監事）

水野　雄二名誉主事
　（学）頌栄保育学院 （理事）
　（学）星陵学園 （理事）
　（公財）PHD協会 （理事長）
　（社福）神戸聖隷福祉事業団 （理事長）
　（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）

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総主事会議 （会長）
　全国YMCA戦略会議 （委員）
　日台YMCA連絡委員会 （委員）
　国内協力委員 （委員）
　姫路YMCA （理事）

〈地域活動関係〉
　兵庫県青少年団体連絡協議会 （会長）
　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）
　青少年育成全県スクラム会議 （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）
　（公財）兵庫県青少年本部 （評議員）
　（公財）兵庫県高等学校教育振興会 （評議員）

〈国際関係〉
　（公財）PHD協会 （評議員）
　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）神戸いのちの電話 （評議員）
　（社福）光朔会 （評議員）

坂本　庸秀主事
　神戸市立高倉台小学校 （評議員）
　学校法人星陵学園 （理事・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）
　神戸市西区善意銀行 （選考委員）
　特定非営利活動法人　SOWERS （監事）
　賀川記念館コア100 （委員）
　兵庫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）
　全国YMCAチャイルドケア部会（教育保育部会） （副会長）

坂本　滋主事
　（公社）神戸市私立幼稚園連盟 （理事）

松田　道子主事
　日本YMCA同盟・国際協力委員会 （委員）
　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）

西田　勉主事
　兵庫県社会福祉協議会 （理事）
　（社福）兵庫県共同募金会 （評議員）

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）

松田　康之主事
　神戸市発達障害児（者）支援連絡協議会 （委員）
　神戸市発達の気になる子どもの支援体制検討会議 （委員）
　神戸市西区自立支援協議会 （役員）
　賀川記念館コア100賀川 （委員）
　ひょうご市民活動協議会 （運営委員）
　全国ＹＭＣＡ発達支援事業部会 （役員）

藤田　良祐ディレクター
　神戸市青少年連絡協議会 （メンバー）

阪田　晃一ディレクター
　兵庫県キャンプ協会 （理事）



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

神戸市立たかとり
児童館
〒654-0037
神戸市須磨区行平町2-2-17
　（078）735-6230

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）

学園都市YMCA
保育ルーム
〒651-2102 
神戸市西区学園東町2-1-3
　（078）794-3045

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
〒651-0072
神戸市中央区脇浜町2-10-21
　（078）241-7202

神戸YMCA三宮会館
（本部事務局）
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）241-7203（神戸YMCAカレッジ）

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

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

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）

児童発達支援事業/
放課後等デイサービス
YMCAおひさま
〒651-2102
神戸市西区学園東町2-1-3
　（078）793-9077

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）

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）

明石

西神中央

西神南

学園都市
名谷

湊川

鈴蘭台

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

神戸YMCA～すべての「いのち」が光り輝くように～




