
新三宮会館オープンによせて

創立記念日礼拝（131周年記念礼拝）のご案内

三宮会館竣工記念式典
オープンハウスDAYのお知らせ

2017年度の年間聖句はエレミヤ書 31章
17節「あなたの未来には希望がある、と
主は言われる。息子たちは自分の国に
帰って来る。」からの一文です。選定して
くださったミッション委員会では2016年
度の年間聖句である「平和な人には未来
がある」から「あなたの未来には希望が
ある」と平和から未来そして希望へと継
続性があること、職員や内部に向けたも
のではなく広く一般の方々に伝えるような
意味を持っていること等が協議されまし
た。神戸YMCA中期計画2年目、この聖
句を掲げながら、日本YMCA中期計画と連動しブランディングも推進して
いきます。
また完成したての三宮会館での活動がスタートします。さかのぼること15
年前の2002年度に策定された神戸YMCAグランドデザインGOAL2011に
おいては、築30年を迎えていた旧三宮会館について、後10年は中心的会館
として活用を続けることが決められました。それから紆余曲折があり現在
にいたりますが、これまで工事が安全にとりおこなわれたことに心から感謝
を申し上げます。
学校法人は形態の異なる3つの施設を運営しています。神戸YMCAちと
せ幼稚園は幼保連携型認定こども園として3年目を迎え、西神戸YMCA幼
稚園は従来と同様の私学助成を受ける幼稚園として運営しつつ、幼保連携
型認定こども園への移行を2018年度に予定しています。神戸市小規模保育
事業としてのYMCAちとせ保育ルームは開設4年目を迎えてYMCA保育
園、神戸YMCAちとせ幼稚園との連携と運営を更に進めていきます。
社会福祉法人のすべての保育園は幼保連携型認定こども園へと移行
し、児童館も含め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、子どもと家庭の学びと生活や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ます。
また児童発達支援事業を神戸学園都市で開始し、発達が異なる子どもや
保護者のサポートを療育や保育、相談の場で継続実施します。
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。2017年度も皆様の
ご支援、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

待ちに待った三宮会館が完成いたしまし
た。この喜びを、神戸ＹＭＣＡに関わるみなさ
ま、建築のためにご支援をくださったみなさ
ま、建築に携わってくださったみなさまと共に
分かち合いたいと思っています。神戸ＹＭＣ
Ａは、設立130年の歴史を経て、新たな時代
にむかってスタートを切ることができました。
かつての会館を取り壊し、脇浜に新たに

「ファミリーウエルネスセンター」を開設いたし
ましたが、その土地と建物を半分にしたこと
は大きな痛みでした。古い建物が撤去され
た更地に立ったときに、どれほど大きなものを
神戸ＹＭＣＡが持っていたのかを実感いたしました。三宮会館の建て替えの決
断は、簡単なものではありませんでした。いったい、この建築が神戸ＹＭＣＡにな
にをもたらすのか、確実なものはなにもありません。これまでの事業を継承すると
は言え、真っ白なキャンパスをいただいたような気持ちです。
しかし、わたしたちにビジョンがないわけではありません。2016年、日本のＹＭＣ
Ａはブランドビジョン「互いを認め合い、高め合う『ポジティブネット』のある
豊かな社会を創ることを目標とする」を掲げました。このビジョンに従って、ＹＭ
ＣＡは「したい何かがみつかり、誰かとつながる。私がよくなる、かけがえの
ない場所」（ブランドバリュー）となることを約束いたしました。新しい箱物がＹ
ＭＣＡ会館ではありません。ＹＭＣＡに集う方々が、この会館で「したい何かがみ
つかり、誰かとつながり、よくなった」という経験をしていただいてこそ、ＹＭＣＡの
会館が完成したと言えます。
そのためにも、わたしたち会員、役員、そしてスタッフが、「心をひらき、わかち
合う。前向きで、まわりを惹きつける魅力」（ブランドパーソナリティー）を身
につけたいと願っています。
さあ、これからわたしたちが、この新しい建物をＹＭＣＡの会館に仕上げていき

ましょう。

131年の歩みが守られたことに感謝しつつ、未来へ向けて希望を分かち合う時
をもちたいと思います。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

4月より、いよいよ新しくなった神戸YMCA三宮会館での活動がスタートします。
下記の日程で神戸YMCA三宮会館お披露目の機会として『オープンハウス
DAY』を開催させていただきます。
新会館をご見学いただきながら、神戸YMCAの様 な々活動にも触れていただく
機会を予定しています。どなたでも見学可能です、是非お越しくださいませ。

日　時 ： 2017年5月8日（月）18:30～20:00
会　場 ： 神戸YMCA三宮会館チャペル
奨励者 ： 棟方信彦氏（頌栄保育学院院長、頌栄短期大学学長）

神戸YMCA三宮会館竣工記念式典『オープンハウスDAY』
日時 ： 2017年5月13日（土）　14時～16時
会場 ： 神戸YMCA三宮会館
内容 ： 会館見学・YMCAプログラム紹介コーナー（ホテル学科・日本語学科・
高等学院活動紹介、国際活動紹介、ユースリーダー活動紹介、体力測定コー
ナー等 プログラム内容は変更になる場合もあります。）

2017年度がスタートします

新会館建築募金

　感謝をもってご報告します。（敬称略、順不同）
星野昌枝、山形謙二、﨏田直文、柴田美代子、柳敏晴、上野恭男、
柏原佳子、三木喬夫、林伸吉、林英伸、岩井義矢、
㈱大林組神戸支店 坂口修、㈱大林組神戸支店 玉置陽一、
松田健之介・喜久子、松田道子、宗行孝之介、柳谷利起、
柳谷舟子（拓哉・奈緒）、小寺隆志・星子、
社会福祉法人光朔会オリンピア　匿名の方４名
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神戸ＹＭＣＡ
年間聖句

「あなたの未来には希望がある」
（エレミヤ書31章17節）



ファミリーウエルネスセンター レポートファミリーウエルネスセンター レポート スピーチコンテストが行われました！！スピーチコンテストが行われました！！

「ブランディング」への取り組み No.5「ブランディング」への取り組み No.5あかしこども広場のこれからあかしこども広場のこれから

3月1日 神戸市勤労会館において、神戸YMCAとコミュニカ学院で学ぶ留学生
のスピーチコンテストが行われました。日ごろの日本語学習の成果を発表する場と
して毎年行っています。両校の代表が、日本や日本人について、また人生につい
て、それぞれの熱い思い
を伝えていました。
このスピーチコンテス
トは、ワイズメンズクラ
ブ及びその他の団体か
ら多くの協賛をいただい
ています。心より感謝い
たします。

アクアティックでは２月５日に「中
日本水泳大会」が大阪南ＹＭＣ
Ａで、３月５日には「イルカ記録会」
が学園都市ウエルネスセンターで
開催されました。このような大会に
始めて参加するメンバーもいまし
たが、日頃の練習の成果が充分
に発揮された大会となりました。

自分たちのＹＭＣＡだけではなく、他の地域にＹＭＣＡがあること。また水泳をとおし
て絆を深める場となりました。夏の全国大会を目指してファミリーウエルネスセンターで
の活動が行われています。

1月27日、あかしこども広場の一部、「にこにこ保育ルーム（一時保育）」がス
タートしました。短い子どもで1時間。長い子どもだと8時間。時間はそれぞれまち
まちですが1日10～20名余りの子どもたち（保護者）が利用しています。そして子ど
もたちを支える保育者は20名余り。この保育者の中には1980年代に長田にあった
「西神戸ＹＭＣＡ」で、1990年代に「明舞・明石ＹＭＣＡ」でボランティアリー
ダーだった方、また、1980年代に「明舞ＹＭＣＡ（明舞ファミリースポーツセン
ター）」で水泳プログラムのメンバーだった方や、お子さんが明石ＹＭＣＡのサッ
カークラブのメンバーだった方もいます。
親子交流スペースや中高生世代交流施設のスタッフにも、ＹＭＣＡ専門学校の
卒業生や元ＹＭＣＡ職員の方がいます。神戸から明石にかけての地域で何十年も
前にまかれたＹＭＣＡの種が、「あかしこども広場」の運営受託をきっかけにさま
ざまな形で新しい「芽吹き」が始まっています。これからこの広場では、まもなく
赤ちゃんを迎え親になる皆さんを対象とした「もうすぐパパママ講座」や「妊婦栄
養教室」、赤ちゃんを授かったお母さんには「離乳食講座」といった機会や一時
保育といった場を提供し、乳児期の子どもの育ちと親の育てを支えていきます。幼
児期から学童期の子どもと親には、親子交流スペースのさまざまな遊具を使った
遊びの機会と場、親子運動教室や親子クッキング教室など、親子のふれあいの機
会と場を提供していきます。
また、学童期から思春期を迎える子どもにはネイチャークラブや、イングリッ
シュワールド、スイーツコンテスト、
救急救命講習など。思春期後半か
ら一般の皆さんには職業体験講
座やボランティア体験の場を提供
し、支えられる側から支える側へ
の変化を楽しんでいただけるよう
な繋がりのある活動を展開してい
きます。次の世代へ、そして、未来
の「芽吹き」へと繋がることを祈り
つつ。

ＹＭＣＡは運動体であるように、このような意見が強い思いとなり、使命となり、これ
からのブランディングが明るく楽しいものとなっていくことを主体的に感じていきたい
と思っています。

先月号にも掲載されましたが、ＹＹフォー
ラムにて、「今しか聞けないブランディン
グのなぜ？～そしてみんなで歩き出そう
～」をテーマにブランディングの理解を
深める1日を過ごすことができました。
今回は、その中で基調講演を受けての
グループセッションの様子と報告をさせ
ていただきます。ブランドコンセプトが発表され、そのコンセプトを私たちがどれだけ
理解を深めていくかが、今やるべき課題でもあります。グループセッションでは、
「Vision（ビジョン）」「Value（バリュー）」「Personality（パーソナリティ）」につい
て話し合うテーマを１つ決めて、今置かれている社会の課題とＹＭＣＡが大切にす
べきことを見つめ直しました。

日時：

場所：
費用：

TEL：

2017年5月31日（水）
8：00～順次スタート
千刈カンツリー倶楽部（三田市）
20,000円（税込）
詳しくは、神戸YMCAチャリティー
ゴルフ事務局　大田まで
078-241-7202
（ファミリーウェルネスセンター内）

バザーや運動会は地域の方々との交流や保護者同士で関わる機会になる。これ
はまさにポジティブネットではないか？今の社会では人間関係が希薄になってし
まっているが、こういったＹＭＣＡの行事を通してポジティブネットが広がれば社
会の問題も解決すると思う。

★★ 個人消息・人事のお知らせ ★★
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神戸YMCAちとせ幼稚園

松 尾 恵 利
大 坪 葉 月
平 松 ま こ

（1月24日）
（2月22日）
（3月 3日）

さん
さん
さん

頼 光 政 則
西 上 謙 吾
宅見 寿

さんと
さんと
さんと
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ファミリーウェルネスセンター
YMCA保育園
西 宮 ブランチ
ファミリーウェルネスセンター
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井川　澄人
水野　宏明
森川　俊介
谷本　典子
永安　まゆき
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第３６回神戸YMCA
チャリティーゴルフ大会の

お知らせ

ＫＯＢＥ　ＹＭＣＡ　ＮＥＷＳ

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
西神戸ＹＭＣＡ

☎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
☎078（793）7402
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ＹＭＣＡおひさま
神戸YMCA高等学院
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
ＹＭＣＡちとせ幼稚園
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

☎078（793）9077
☎078（793）7435
☎078（993）1560
☎078（734）0183
☎078（794）3901
☎0798（35）5992
☎078（792）1011
☎078（791）2955
☎078（732）3542
☎078（732）3542
☎078（997）7705
☎0798（26）1016

◆Vision（ビジョン）

ＹＭＣＡは子どもたちが様々な活動を通して成長できる場であり、ウエルネスセン
ターのメンバーにとっては、そこが生活の一部となっている。ブランディングを通し
てＹＭＣＡが成長でき、もっと認知してもらえるようになって欲しい。

◆Value（バリュー）

他人と違うからダメという概念があるが、一人ひとりの主体性や一人ひとりを認め
てあげることができれば、その子どもたちも他人を認めることができ、それが自信
や心を開くことにつながる。これはパーソナリティとも繋がっているのではない
か。

◆Personality（パーソナリティ）
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ご結婚おめでとうございます。

〈入職・登用〉よろしくお願いします。

〈退　職〉お疲れ様でした。
直田　姫奈さん


