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（ ヨハネによる福音書��章��節）
神戸ＹＭＣＡ年間聖句 「すべての人を一つにしてください。」

「現代の名工」を受賞！おめでとうございます！

2018年度がスタートします

専門学校ホテル学科講師

2018年度の年間聖句は、
ヨハネによる福音書17

檜山和司先生

昨年11月、檜山和司先生がおもてなしのプロ「メール・ド・テル」
として、
「平成

章21節「父よ、
あなたがわたしの内におられ、わたし

29年度 卓越した技能者『現代の名工』」
として厚生労働省より表彰されました。

てください。彼らもわたしたちの内にいるようにして

ンド」の総支配人を務められており、
お忙しい中ではありますが、週に一度、
ホテ

わしになったことを、信じるようになります」からの

て下さっています。本校講師としては実に30年という

があなたの内にいるように、
すべての人を一つにし

現在、先生は、神戸ハーバーランドにある
「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーラ

ください。
そうすれば、世は、あなたがわたしをお遣

ル学科の授業で学生にサービススキルやマネージャーとしての資質をご指導し

一文です。
ミッション委員会でこの聖句が選定され

キャリアもお持ちで、後進の育成にも熱心に取り組ん

るにあたり、
ブランディングが本格的に進み始め、全

でくださっています。

大切な時期だからこそ、YMCAの原点であるこの聖

人として関わりました。当日は、日本を代表する料理

国のYMCAでロゴやスローガンが新しくなったこの
句に立ち返ること、私たちの運動と事業のミッション

3月に受賞の祝賀会が催され、本校も発起人の一

総主事

井上 真二

人、
ソムリエ、
おもてなしのプロの方々が出席され、改

を再確認することが大切であること、分断が続くこの世にあって平和な世界を目指す

めて先生の功績を感じる機会となりました。

という願いを込めて活動をしていく必要があることが協議されました。
この聖句を掲

これからもホテルへの就職を目指す学生の目標で

げ、日本YMCA中期計画と連動して神戸YMCA中期計画3年目の歩みを進めていきた

いと思います。

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。

あり続けて下さいますよう、
お願いいたします。

専門学校日本語学科スピーチコンテスト

2月28日、
「第10回 コミュ

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

ニカ学院・神戸ＹＭＣＡ日

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

兵庫県民会館にて開催い

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

本語スピーチコンテスト」
を

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

たしました。両校あわせて

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

方々にお越しいただき、各校から選ばれた代表者23名によるスピーチを聞く機

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。2018年度も

今年のスピーチのテーマは「私の声」
でした。日本に来て経験したこと、日本人

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。

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
皆様のご支援、
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

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。

神戸YMCA創立132周年記念日礼拝のご案内

1886年の発会から132年が経ちました。

神戸YMCAが何に拠って建てられ、歩んできたのかということを、神様との対

話の中で再確認し、次の一歩を踏み出していく場となることを願っています。
お忙しいと存じますが、ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

日時：
2018年5月8日（火）18:30～19:30
場所：
神戸ＹＭＣＡ三宮会館チャペル
メッセージ：
中村 豊 先生（松蔭女子学院理事長）

約300人の留学生と来賓の

会となりました。

とふれあい感じたこと、日本語力を高めた今後の目標など、それぞれの想いが

しっかりと伝わるスピーチ大会でした。

コミュニカ学院と共催で１０年目を迎えることができたのも、
ワイズメンズクラ

ブ六甲部の皆様をはじめ、各関係企業・団体様からのご支援があってのことで
す。心より感謝申し上げます。

最優秀賞
初級の部：
「日本でびっくりしたこと」ジャハン・ジェリン
（神戸ＹＭＣＡ）
中級の部：
「親の愛」中見 良治（神戸ＹＭＣＡ）
上級の部：
「言わなくても」金 秀鴻（コミュニカ学院）

感謝・寄附

（前号掲載以降〜3/7現在）

感謝をもってご報告します。
（敬称略、順不同）
寄附・献金

宗教法人関西華僑基督教会、社会福祉法人光朔会オリン

ピア、日本基督教団神戸教会、西宮ワイズメンズクラ
ブ、阿部恩、熊谷親啓、武田寿子、吉原尚美
子ども奨学金

少年部リーダーOBOG

関西華僑基督教会(中山手通2)が2/4の礼拝を以って解散さ
れました。最後まで礼拝を守られた林（リン）振幅夫妻が献金

をお持ちくださいました。

NO.６５７

神戸YMCA高等学院 卒業礼拝

ＫＯＢＥ

ＹＭＣＡ
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2018 年 4 月１日発行 （２）

神戸 YMCA 発達支援セミナー開催のご報告

2月17日（土）米田和子先生

３月７日、
２０１７年度 神戸YMCA高等学院の卒業礼拝が行われました。

（NPO法人ラヴィータ研究所

卒業礼拝も今年で第14回目となりました。様々な困難や課題を抱えて入学し

理事長）を講師にお迎えして、

てきた生徒たちですが、困難なことや辛いことをご家族や一緒に学ぶ学生たちと

発達支援セミナー「発達障が

ともに乗り越え、今日の晴れの日を迎えました。卒業生たちはみんな、照れくさそ

いの子を元気に育てる！」を

うな、
それでいて誇らしげで晴れやかな、
とてもいい表情をしていました。

実施しました。当日は、発達障

また、今年は在校生た

がいの子どもをもつ保護者の

ちが、茶話会が終わるまで

方々だけでなく、関係機関で

先輩たちを待っていた光

療 育に携る指 導 者の方々な

景がとても印象的でした。

ど、約80名の方々にご参加いただき、学びの時間を持ちました。

良い仲間にも恵まれたよ

子ども達が抱える課題はひとり一人異なりますが、何に困難さを感じている

うです。

のかを理解し、どのように寄り添っていくかのヒントを「ペアレントトレーニン

ます。

者の方々からは、
「当たり前のことを、具体的に褒めることから始めようと思いま

卒業おめでとうござい

グ」の考え方を取り入れて分かりやすくお話してくださいました。参加した保護

した。」
「子どもとの信頼関係を築いていきたいです。」
「子どもと向き合って、子
どものことをもっと理解しようと思いました。」といった前向きな感想が寄せら

専門学校（ホテル学科・日本語学科）卒業式

れました。

次回の発達支援セミナーは、4月28日（土）神戸YMCA西宮ブランチ（西宮市神

楽町5-23）にて、竹田契一先生（大阪教育大学名誉教授、神戸YMCAサポートプ
ログラムスーパーバイザー）に「発達理解の基本理解と具体的支援」と題してお
話していただきます。申込人数が定員に達している場合がございます。その場

合はご参加していただくことができませんので、予めご了承ください。詳細は西
宮ブランチ（0798-35-5987）へお問合せください。

第38回神戸YMCAチャリティーゴルフ大会

春は恒例の千刈カンツリー倶楽部です。

3月7日（水）に専門学校ホテル学科・日本語学科の卒業式が無事に執り行わ

ナイスショットあり、
チョロあり、
ダフリあり。

れ、
ホテル学科25名、日本語学科87名の計112名が卒業いたしました。

そんなあなたの1打が明日の若き指導者を育てます。

入学当初は、
まだ見ぬ未来に期待や不安を抱きながらの日々を送っていまし

たが、
この日の学生は皆、充実感と希望に満ち溢れた表情で卒業証書を手にし

日時：2018年5月23日（水）8：00第1組スタート

ていました。

場所：千刈カンツリー倶楽部（三田市）

卒業後、
ホテル学科の学生は社会人としてプロフェッショナルの一員に、日本

会費：20,000円（税込、
うち5,000円チャリティー）

語学科の学生は、学んだ日本語力を生かして進学・就職をはじめ、
それぞれの道

お問合せ先

へと進んで参ります。

神戸YMCA本部事務局

「さようなら」は別れる時の挨拶ですが、次への始まりでもあります。卒業生一

人ひとりが抱いている夢が叶うように、願ってやみません。

ご結婚

2/24
奥田慎司さん（CSC）、
和さん（旧姓：北川）と

コミュニティーサービスセンター
〃
〃
ウエルネスセンター学園都市
ご出産
西神戸 Y MCA幼稚園
Y M C A 保 育 園
2/2
〃
山田裕美さん
〃
（西神戸ＹＭＣＡ保育園）
西神戸 Y MCA保育園
湊介（そうすけ）君
〃

個人消息・人事のお知らせ

松井
奥田
島田
中北
川瀬
三浦
宮西
新本
西田
赤藤

☎078（241）7202
ファミリーウエルネスセンター
☎078（241）7237
ＹＭＣＡホームヘルパーの事務所
☎078（241）7204
ランゲージセンター
☎078（241）7203
専門学校
☎0798（35）5987
西宮ＹＭＣＡ
☎0879（62）2241
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）☎078（241）7216
☎078（241）7204
国際・奉仕センター
☎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

Tel.078-241-7201

入職・登用

花咲音 さん
慎司 さん
美知子 さん（3/1〜）
瑛美 さん
彩加 さん
のぞみ さん
満里奈 さん
優香 さん
芽生 さん
彩子 さん

神戸学園都市YMCAこども園
西宮YMCA保育園
〃
西宮つとがわYMCA保育園
〃
太 山 寺 児 童 館
児童発達支援事業 おひさま

ＹＭＣＡおひさま
西神南ＹＭＣＡ
須磨ＹＭＣＡ
ＹＭＣＡ保育園
西宮ＹＭＣＡ保育園
西神戸ＹＭＣＡ保育園
神戸学園都市ＹＭＣＡこども園
神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園
YMCAちとせ保育ルーム
西神戸ＹＭＣＡ幼稚園
西宮つとがわＹＭＣＡ保育園
あかしこども広場

本村 紗弥香 さん
吉松 梨香 さん
八木 惠 さん
小島 絵美 さん
山﨑 さくら さん
林 菜々美 さん
豊蔵 早苗 さん

☎078（793）9077
☎078（993）1560
☎078（734）0183
☎078（794）3901
☎0798（35）5992
☎078（792）1011
☎078（791）2955
☎078（732）3542
☎078（786）3821
☎078（997）7705
☎0798（26）1016
☎078（918）6355

退職

武知 生真 さん
田村 光 さん
鈴木 望 さん
石井 律子 さん
西 菜摘 さん
畝原 麻奈美 さん
高橋 有里子 さん
山中 瑞穂 さん
津島 佑香 さん
西山 小百合 さん
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苅尾
松本
中長
亀井
氏原
肥田
西谷
岩柿
細見

麻衣子 さん
成美 さん
友里香 さん
美紅 さん
茉莉子 さん
亜津実 さん
今日子 さん
里奈 さん
佑子 さん
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