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実に、あなたがたこそ、わたしたちの誉れ
であり、喜びなのです。
（テサロニケ信徒への手紙 一 2 : 20）

神戸 YMCA 三宮新会館、骨子固まる
公益財団法人の理事会においてはこの２年間、三宮会館再開発事
業についての議案が主として議論されています。ファミリーウエル
ネスセンターが2014年９月にオープンし、この議案の中心は三宮新
会館の建設に移っております。事業コンサル、設計会社と共に協議
を重ねた上で、基本計画を理事会決議いたしました。
この基本計画に基づき、テナントとして入居いただく協働事業者
を募集し、各会社訪問やプレゼンテーションを受けた後、高齢者住
宅専門業者である「㈱生活科学運営」を選定しました。その後、㈱
生活科学運営と協議を重ね、基本計画の修正を行い、今度はこの新
基本計画に基づき、施工業者を募集し、プレゼンテーションを受け
た後、㈱大林組を選定しました。現在は、着工（2015年９月頃）に
向けた協議を続けています。（三宮旧会館解体作業も2015年２月末で
終了し、現在はさら地になっています。）
なお、新基本計画は11階建ての会館で１～３階をＹＭＣＡが使用
し、１階の一部と４～ 11Ｆを㈱生活科学運営が使用します。赤レン
ガの外観は、現代的でありながらも歴史と伝統を想起するＹＭＣＡ
の会館に相応しい佇まいとなるよう計
画が進められています。また、館内の
１階には「レストラン（生活科学運営
による営業）」、２階には「チャペル」、
そして２～３階には、専門学校生・留
学生の学びの場としての教室、実習室
の他、会議室も設けられます。
豊かな出会いと交流の場となるよう、
計画が進められています。

創立記念日礼拝（129 周年記念礼拝）
1886（明治19）年に発会してから129年を迎えます。記念礼拝を通し
て、創立当時の指導者の志にあらためて思いをいたし、未来に向かって
私たちの志を確認したいと願います。どなたでも自由にご参加ください。
日
場

時：５月８日（金）午後６：30 ～８：30
所：日本キリスト教団 神戸教会 神戸市中央区花隈町9 - 16

総主事就任のご挨拶
「一粒の種が地にまかれ
大きく枝をはる樹となった」
この度、水野雄二前総主事の後任として、第
10代神戸ＹＭＣＡ総主事を拝命しました。責任
の重大さを覚え身の引き締まる思いです。神の
御心を信じ、ＹＭＣＡを愛する多くの人々ととも
に、ＹＭＣＡ運動の推進、使命の実現を果たし
井上 真二
ていく所存であります。
今年度で創立129周年を誇る神戸ＹＭＣＡは、
その使命を果たすために会員運動や事業運営を展開してまいりましたが、
2014年度で「新３カ年計画」を終え、次なる展望を明確にするために新し
い運営体制の下で、2020年に向けての「中期計画」を策定していきます。
神戸ＹＭＣＡの３法人である公益財団法人、学校法人、社会福祉法人は
「ファミリーウエルネス」を目指し、それぞれの地域において子育て支援・
健康促進・高齢者支援の事業を協力、連携して展開しており、今後益々そ
れらを強化していきます。中道基夫理事長・会長をはじめとするレイパーソン
（ボランティア役員）の指導のもとで、未来への夢や希望が語られる策定の
スタートにあたり、ＹＭＣＡの原点を再確認し、歩んでまいります。
今から約100年前の1913年、下山手に第１期会館が与えられました。初
代理事長の村松吉太郎を中心としたＹＭＣＡの本来的なレイムーブメントが
礎となり、北米ＹＭＣＡ派遣主事であったヴァーリング・Ｗ・ヘルムが会館
建設の土地購入のための募金活動に尽力したことが契機となっています。
2014年秋、ファミリーウエルネスセンターは脇浜町に移転オープンいたしま
した。現在、思い出の詰まった第４期会館（加納町）は解体され、秋に
は、その跡地に第５期会館の建築が始まろうとしております。この神戸の地
にまかれた一粒の種は様々な人々のSPIRITの継承により育まれ、主の恵み
によりその枝葉を広げ、仰ぎ見る大樹へと成長してまいりました。世の中が
混沌とする時代にありますが、すべてのいのちが光り輝くように、神戸ＹＭ
ＣＡの活動をより一層深めてまいります。これからも皆様のご支援、ご鞭撻
をよろしくお願い申し上げます。

井上 真二（いのうえ しんじ）

茨城大学教育学部卒業。1987年入職。沼島キャンプ長、ウエルネスセンター三宮所長、ウエ
ルネスセンター学園都市所長、専門学校フィットネス＆スポーツ学科主任、ホテル学科主
任、日本語学科主任、教育事業統括を歴任。日本キリスト教団神戸栄光教会教会員。51歳。

未来 への提言

岡
田
佑一郎

新三宮会館に思うこと
長年改修やメンテナンスのお手伝いをして
きました神戸ＹＭＣＡ加納町の会館は建設か
ら約 年が経過し、老朽化と耐震性に課題が
あったために耐震補強と改修で延命使用する
か、時代のニーズに合った効率の良い建物に
建 て 替 え る か の 検 討・ 議 論 が 重 ね ら れ ま し
た。市場調査のデーターを参考に、スポーツ
を通じた健康や福祉の増進、コミュニティー
育成などに重点を置く「ファミリーウエルネ
スセンター」を、他の機能と分離し脇浜地区
に新設することになり、昨年８月末に開館さ
れ多くの方々が活動されています。
一方神戸ＹＭＣＡ本館は敷地の北半分に
２０１６年度中の完成を目指し、新会館建設
の計画が進められております。多目的に使え
るチャペル、本部機能や地域活動拠点、専門
学校、高齢者介護施設などが入居する複合ビ
ルになる予定です。
Ｙ Ｍ Ｃ Ａ の 活 動 を 支 え る 器 う( つ わ 建
)( 物 )
は目に見えるかたちで完成します。しかしＹ
ＭＣＡの使命や活動の成果をかたちとしてみ
るのは器を作るほど簡単ではありません。い
つの時代でも社会の狭間で苦しみ、あえいで
いる子供、弱者があります。彼らに寄り添い
その時々の問題点を拾い上げ十分な検討の上
タ イ ム リ ー な プ ロ グ ラ ム を 創 設 し、 責 任 を
もってそれを推進する指導者と支えるスタッ
フやボランティアリーダーを育成することは
ＹＭＣＡの重要な使命だと思います。その指
導者、スタッフ、リーダーは、⑴他者の悲し
みを自分のことのように悲しめる、⑵他者の
喜びを自分のことのように喜べる、⑶自分の
してほしいことを他者にもしてあげられる資
質と価値観を備える努力が必要でしょう。
新設される建物の１階は開放的で来館者同
士やスタッフの交流の場が用意され、チャペ
ルは多目的に使用できるように設計されてい
ます。老若男女が活き活きと交流し活動し何
度でも訪れたくなる魅力的なプログラムが用
意された会館を支えるのは人です。神戸ＹＭ
ＣＡの活動を支え協力する人々を育むための
器が間もなく完成します、新たな会館が単な
る器にならない事を切に願います。

公益財団法人評議員

40

NO. ６３６
ファミリーウエルネスセンター
ＹＭＣＡホームヘルパーの事務所
ランゲージセンター
専門学校
西宮ＹＭＣＡ
三田ＹＭＣＡ
余島野外活動センター
デイキャンプ＆コミュニティサービス（兼キャンプ事務局）
国際・奉仕センター
ウエルネスセンター学園都市

ＫＯＢＥ

ＹＭＣＡ

ＮＥＷＳ

☎078（241）7202
☎078（241）7237
☎078（241）7204
☎078（241）7203
☎0798（35）5987
☎079（559）0075
☎0879（62）2241
☎078（241）7216
☎078（241）7204
☎078（793）7401

３月５日（木）神戸芸術センターショ
パンホールをお借りして、専門学校日本
語学科の卒業制作発表会を行いました。
これは、３月に卒業を迎えた中上級クラ
スの学生たちがそれぞれにテーマを決
め、研究発表を行なう日本語学習の集大
成のとも言える会です。

【ＹＭＣＡウエルネスセミナー】
ファミリーウエルネスセンターにて第１
回ＹＭＣＡウエルネスセミナーを開催しま
した。このセミナーは日頃取り組んでいる
運動を医学面から捉え、日々の運動に活か
していくことと、地域の協力を得ながら地
域オープンプログラムとして実施しまし
た。第１回目は神戸赤十字病院の白坂大輔
先生をお招きし、メタボリックシンドロー
ムについて理解を深めました。参加された
皆さんも熱心に聴かれていました。

（２）

西神戸ＹＭＣＡ

☎078（793）7402

西神南ＹＭＣＡ

☎078（993）1560

須磨ＹＭＣＡ

☎078（734）0183

ＹＭＣＡ保育園

☎078（794）3901

西宮ＹＭＣＡ保育園

☎0798（35）5992

西神戸ＹＭＣＡ保育園

☎078（792）1011

ＹＭＣＡちとせ幼稚園

☎078（732）3542

西神戸ＹＭＣＡ幼稚園

☎078（997）7705

西宮つとがわＹＭＣＡ保育園

☎0798（26）1016

神戸ＹＭＣＡサポートプログラム
20周年記念シンポジウム

卒業制作

ファミリーウエルネス
センターニュース
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「ライフステージにあわせた支援を考える」
2015年２月22日（日）13：00 ～ 16：30 神戸市教育会館大ホールにて、金 泰子先生（大阪医
科大学病院小児科医）の基調講演を頂きました。パネルディスカッションでは教育の立場から、
西岡有香先生（サポートプログラム元主任講師・大阪医科大学ＬＤセンター）、保護者の立場か
ら、ゆかりさん（サポートプログラムメンバー保護者）、
医療の立場から金先生、司会を竹田契一先生（神戸ＹＭＣ
Ａサポートプログラムスーパーバイザー・大阪医科大学Ｌ
Ｄセンター顧問）により、具体的な事例をもとに発達障が
いをもった子ども達への支援のヒントとなるお話を頂きま
した。また、今後更に支援の力が発展していくためには、
保護者・学校や園・医療機関やＹＭＣＡ・地域社会などが
連携して子ども達を守り育てるネットワークの構築が願わ
れています。

神戸ＹＭＣＡリソース・
モビリゼーション研修会

山形理事
兵庫県社会賞 受賞

２月14日、神戸ＹＭＣＡ主催「リソース・モビリゼーション研修会」を
開催し、20名の理事・常議員・職員が参加しました。「リソース・モビリ
ゼーション」とは、様々な資源を有効に活用するという意味ですが、主に
寄附に関する活動を指す場合が多いです。しかしながら、単に「お金を集
める」ということだけでなく、そこに関わる人々を大切な存在として捉
え、個々人の成長へと結びつけること
が大切だとされています。今回は、本
来３日間行なう研修が３時間での短い
研修となりました。なぜ私たちはＹＭ
ＣＡに所属しているのか、YMCAは
何のために活動をしているのか、多く
の気づきが与えられた研修でした。

このたび、公益財団法人理事でもあら
れ、中央地域委員長でもある山形謙二理
事(神戸アドベンチスト病院院長)が、永
年にわたる終末期医療のあり方を追究し、
県内初のホスピス病棟を開設するととも
に医療界の意識改革に努めておられるこ
との功績が認められ、『兵庫県社会賞』を
受賞されました。２月18日に中央地域委
員会拡大版として山形理事による『その
人らしい生と死を支える』と題した受賞
記念講話をいただきました。

お

詫

び

３月号に掲載させていただいた国際協
３月号に掲載いたしました、卒業リー
力募金寄付者に誤りがありました。
ダーに記載漏れがありました。
下記のとおり、訂正させていただきます。
お詫びして、改めて感謝申し上げます。
社会福祉法人光朔会オリンピア
オリンピア都保育園

新会館建築募金
 （前号掲載以降～２/ 28現在）
武田建、羽太英樹、加茂周治、
神野敬子、藤井正雄、混声合唱
団くさぶえ・ディンドンリンガー
ズ、 大 谷節子、 馬 場 一郎、 熊
谷親啓、ファミリー会（代表 長
井慎吾）、宗行孝之介、遠藤梧
郎・宏子、安福芳之、美濃部多
果 子、 岡本正、 小 野勅 紘、 田
島康啓、大矢芳子、隅田保代、
全国ＹＭＣＡチャイルドケア担
当者会、ネッツトヨタゾナ神戸
株式会社社長 坂戸秀彰、住野
和子、原口淳子、田中良三、中
山豊美、真鍋淑子、難波良男、
井上真二、日本キリスト教団
宇治教会、山根泉、野口和泉、
津田文 惠、芦田宏 子、星野昌
枝、為広かね子、藤井久子、芦
屋西教会めぐみ会
（敬称略 順不同）

奥田諒太朗

人事のお知らせ
公益財団法人
＜採用＞４月１日付
横山徹太郎	西神戸ブランチ
狩山 晴奈	ファミリーウエルネスセンター
酒井 舞	カレッジ
田中 文子	本部事務局
畝原麻奈美	ウエルネスセンター学園都市
永安まゆき	カレッジ
＜職種変更＞４月１日付
本田 陽人	準専任講師⇒主事職（CSC須磨体育館）
武知 生真	準専任講師⇒主事職（西神戸ブランチ）
奥田 慎司	準専任講師⇒嘱託専任講師（CSC垂水体育館）

生駒こころ	準専任講師⇒嘱託専任講師（ファミリーウエルネスセンター）
東郷 千愛	準専任講師⇒嘱託専任講師（ファミリーウエルネスセンター）
松本 紳吾	準専任講師⇒嘱託専任講師（ウエルネスセンター学園都市）
＜異動＞４月１日付
阪田 晃一	余島野外活動センター→西宮ブランチ
興津 貴大	ＣＳＣ（須磨体育館）→西神戸ブランチ
山本 正高	ＣＳＣ（西体育館）→西神南センター
坂本 孝司	西神戸ブランチ→余島野外活動センター ･キャンプ事務局
小林 功士	西神戸ブランチ→西宮ブランチ
大津 創	西宮ブランチ→CSC（垂水体育館）
井上 伸子	ウエルネスセンター学園都市→西宮ブランチ

木村 美穂	ファミリーウエルネスセンター→CSC（東灘体育館）
中北 瑛美	CSC（東灘体育館）→ウエルネスセンター学園都市
＜出向帰任＞４月１日付
中道 愛子	社会福祉法人より公益財団法人へ帰任→カレッジ
＜退職＞３月31日付
水野 雄二	本部事務局
篠原 典子	カレッジ
西垣 伸彰	三田センター
山口 侑里	ウエルネスセンター学園都市
仁瓶友香子	西神戸ブランチ

学校法人
＜採用＞４月１日付
大久保美里	西神戸ＹＭＣＡ幼稚園
川原悠里圭	西神戸ＹＭＣＡ幼稚園
中村 淑乃	神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園

社会福祉法人

＜採用＞４月１日付
井上 純子 ＹＭＣＡ保育園
松原知佐子 ＹＭＣＡ保育園
木ノ本由美 ＹＭＣＡ保育園
村井 理絵 ＹＭＣＡ保育園
西山小百合 ＹＭＣＡ保育園
髙坂 里奈 ＹＭＣＡ保育園
前田 早希 ＹＭＣＡ保育園
中川 明美 ＹＭＣＡ保育園
葦原 恵
西神戸ＹＭＣＡ保育園
折田 成美	西神戸ＹＭＣＡ保育園
重久 結衣	西神戸ＹＭＣＡ保育園
吉崎 行紀	西神戸ＹＭＣＡ保育園
前坂つかさ	神戸学園都市ＹＭＣＡこども園

＜異動＞４月１日付
山田 浩介	西神戸ＹＭＣＡ幼稚園→神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園
川田 侑衣	西神戸ＹＭＣＡ幼稚園→神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園
古田 智子	神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園→西神戸ＹＭＣＡ幼稚園

小西 美穂	神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
光井 康代	神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
石神 浩子	太山寺児童館
藤森 美樹 西宮ＹＭＣＡ保育園
今井 詩織	西宮ＹＭＣＡ保育園
氏原茉莉子	西宮ＹＭＣＡ保育園
六田 智香	西宮ＹＭＣＡ保育園
福田 陽子	西宮ＹＭＣＡ保育園
太田 千恵	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
山越亜佑美	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
石田 遥	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
藤田 恵佳 西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
中川加奈子	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園

＜異動＞４月１日付
水島 弘恵	ＹＭＣＡ保育園
→西神戸ＹＭＣＡ保育園
小林智恵子	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
石田 由紀	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
板倉 由紀	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
山本かおる	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
石峯絵梨佳	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
中長友里香	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園

＜退職＞３月31日付
奥野 麻耶	西神戸ＹＭＣＡ幼稚園
田中ちひろ	西神戸ＹＭＣＡ幼稚園

長谷川ひかり	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
亀井 美紅	ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
松田 康之	西神戸ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
田浦奈津子	西神戸ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
中西 雅子	西神戸ＹＭＣＡ保育園
→神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
掛布 友子	西宮ＹＭＣＡ保育園
→西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
坂田香奈子	西宮ＹＭＣＡ保育園
→西宮つとがわＹＭＣＡ保育園

＜退職＞３月31日付
城江 麻耶	ＹＭＣＡ保育園
庄司 真美	ＹＭＣＡ保育園
松下 泰子	西神戸ＹＭＣＡ保育園
原 礼奈	西神戸ＹＭＣＡ保育園
金澤 礼子	西宮ＹＭＣＡ保育園
前田祐理子	西宮ＹＭＣＡ保育園
大谷 真理	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
足立 実希
西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
岡（市野瀬）美奈	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
石原絵里花	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
中野江身子
西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
髙岡恵理奈	西宮つとがわＹＭＣＡ保育園

