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「あなたの未来には希望がある」
（エレミヤ書31章17節）

あかしこども広場 全面オープン！
4 月2 0 日（ 木 ）、神 戸
YMCAが明石市より一部
運営を受託している「あ
かしこども広場」の、全面
オープン記念イベントが、
JR明石駅南側のパピオス
あかし２階のあかし市民
広場で行われました。
あかしこども広場は、
乳幼児から中高生世代ま
でが集い、親子交流と子
育て支援を目的に設置された明石市の施設です。神戸YMCAはあかしこど
も広場の一部の事業、
「にこにこ保育ルーム（一時保育）」、大型遊具が設
置され、親子で遊んでいただく「親子交流スペース ハレハレ」、主に中高生
の活動場所の「AKASHIユーススペース（中高生世代交流施設）」と貸室業
務（キッチンルーム・工作ルーム・多目的ルーム）の運営を明石市から受託し
て、明 石 市民 の方 だ け でな
く、近隣の皆様にも広く活用
をしていただけるように活動
を続けていきます。

三宮会館竣工記念式典
オープンハウスＤＡＹ開催
5月13日(土)、真新しいチャペルで
ハンドベルクワイアーによるオープニ
ング演奏で竣工記念式典が開催さ
れました。兵庫県金澤副知事、神戸
市玉田副市長、
日本YMCA同盟の
正野会長から、第5期となる三宮会
館に対する地域の期待、
その存在
意義、
また全国的にも注目されてい
る協 働 へのチャレンジへと、熱い
エールをいただきました。海外の姉
妹都市ＹＭＣＡからもお祝いに駆けつけてくださり、関係団体の皆様と共に、会館を与
えられたことに感謝する時となりました。
同時開催されたオープンハウスＤＡＹでも、現在の神戸ＹＭＣＡ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
（第3面、
シリーズ国際の窓もご
参照ください）。
これから第5期三宮会館の新たな歴史が始まりますが、多くの人が出会い、
つなが
り、
その結果、
いのちが光り輝く場として用いられること、
この会館を通してＹＭＣＡの使
命が実現されることを願っています。
これまでの多くのご支援、
ご協力に心から感謝申し上げます。新しくなった三宮会館
にぜひ足をお運びください。
新三宮会館竣工準備実行委員会

創立記念日礼拝報告

「ブランディング」への取り組み No.7

5月8日
（月）、創立記念日礼拝が執り行
われました。今回は棟方信彦先生（頌栄
保育学院院長、頌栄短期大学学長）に
「結ぶ使命」
と題して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出
来ました。

ボランティア研修会・リーダー委嘱式

オールジャパンＹＭＣＡとしてブランディングへの取り組みが進められてい
ます。目指すべきビジョン、バリュー、パーソナリティーも確定しました。10月
1日からは新しいロゴとスローガンの使用が始まります。
ブランディングを通して、表面上の文言を整えたりすることだけではなく、私
たちが行っている日々の働きを再点検し、よりよいものへと磨いていくことも
大切に考えられています。例えば、全国にあるＹＭＣＡの幼稚園や保育園・
こども園を取りまとめる教育・保育部会では、ＹＭＣＡの教育・保育の使命
や理念について、一年間をかけて協議され、まもなく一つの形になろうとし
ています。すべては、神様から与えられた幼い子どもたちの豊かな成長へつ
ながるように、願いと祈りをこめて。

5月14日（日）にボランティア研修会・
リーダー委嘱式を三宮会館で実施し
ました。3年ぶりに三宮会館で行わ
れた今回は川中大輔氏に講師を依
頼し 、〜 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
いました。社会は自分たちで変えら
れるかもしれないという気づきからボランティア
リーダーたちも熱心に講義を聞いていました。研修
後は礼拝と委嘱式を実施し、各リーダー会代表者
に神戸ＹＭＣＡから委嘱状が手渡され、1年間の活
動が委嘱されました。最後になりましたが、毎年ワ
イズメンズクラブのみなさまより式を支援していただ
き、運営やボランティアリーダーの昼食を準備する
ことができております。心より感謝申し上げます。
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『 泥あそび 』
西神戸ＹＭＣＡ幼稚園では、100名近くの新入園児を迎え2017年度がスタートしました。
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わいわい祭り
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

初めて出会うクラスのお友だちや先生、初めて見るおもちゃに様々な遊び、戸惑いながらも
少しずつルールを学びながら元気に過ごしています。
幼稚園のいろんな場所に出没しているのが年少組さん！時間もルールもあってないようなも
の、
とにかく今の年少組さんは色々なことに触れ楽しんで、
『幼稚園大好き
！』
って思って帰っ
て欲しいと願っています。
そんな中、園庭では山や川を作っては壊し作っては壊し、
またまた
小さな身体でバケツいっぱいに水を汲んできては泥んこになって遊ぶ年少組さんに、
ちょっと
戸惑いながら遠まきにみている年中・年長組さんがいます。時には泥水をかけられたり
（わざ
とじゃないですよ。）砂をかけられたり、
砂山を壊されたりとリトルモンスターの
出現に頬を膨らませる場面もあります
が、少しずつ交わりながら遊ぶ姿も見ら
れます。
まだまだ一人遊びがみられる4月、5

ＹＭＣＡ保育園・分園と西神戸ＹＭＣＡ保育園の共催で、5月

月の子どもたちの姿ですが、色々なもの

27日（土）晴天のもとでチャリティーバザー「わいわい祭り」が開

に｢出会い｣｢感じ｣「動き出す」一年の

催されました。

始まりです。

社会の課題に目を向けること、与えることに喜びを感じること、
そして、園全体で楽しみながら参画することを目的として収益金

太山寺児童館
〜 小寺学童保育コーナー 〜

は、東日本、熊本地震の復興活動に、そして里親運動を推進す
る、家庭養護促進協会を通じて、また兵庫介助犬協会を通じて
介助を必要とする人々
の支 援 等に全額 役 立
てていただきます。

太 山 寺児 童 館 では、今 年 度4月よ
り、小寺小学校内での小寺学童保育
コーナーがスタートしました。低学年
の子どもたちは太山寺児童館で過ご
し、高学 年の子どもたちは小寺学童
保育コーナーで過ごしています。4月当
初は子どもたちもドキドキわくわくな
日々を過ごしていましたが、今では、2
年生の子どもたちが児童館での先輩
お姉さん、お兄さんとなり、1年生のお
友だちに児童館でのあそびを教えて
あげる姿が見られるようになりました。また、小寺学童保育コーナーでは、高学年の
子どもたちということもあり、自分たちであそびの玩具選びやコーナーでの過ごし方
について先生と相談をし、ルールを決めていくことで、子どもたちだけで掃除に取り組
む姿やお皿を洗う姿など自主的な姿を見ることが出来てきました。また代休日など
は、交流保育を行い、1年生から6年生の子どもたちが児童館に集います。異なる学
年、小学校の子どもたちが集うと、女の子たちは高学年の子どもたちが1年生に優し
く一緒にあそぶ姿や男の子たちはサッカーや野球、コマ回しなどお兄さんたちの格好
いい姿を見ながら、一緒に元気よくあそぶ姿があります。別々の場所で過ごすことで、
同学年とのあそびに触れ、一緒の場所で過ごすことで、異学年と触れ合うことが出
来るこの環境を与えてくださったことに感謝いたします。

宝塚ＹＭＣＡ
チャリティーバザー開催
気持ちのよい快晴に恵まれた5月27日
（土）、第30回「宝塚ＹＭＣＡ
チャリティーバザー」が宝塚市逆瀬川にて開催されました。掘り出し
物の探し甲斐があるのみの市や、
お子さんを対象にしたゲームコー
ナー、焼きそばをはじめとしたおいしい食べ物コーナー、
そしてお楽し
み抽選会など、
たくさんの人々で賑わい、
そして楽しんでいただきまし
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、
もとからＹＭＣＡを知っている方々だけでなく、今までＹＭＣＡとのつな
がりがなかった地域の方々とも、笑顔のあふれる時間を共に過ごす
ことができました。
このバザーの収益は国際協力募金や宝塚地域の
福祉のために捧げさせていただきます。

国際協力募金
ご協力感謝申し上げます。
阪神地区諸教会イースター早天礼拝実行委員会
宝塚ワイズメンズクラブ

会館建築募金

（前号掲載以降〜5/31現在）

感謝をもってご報告します。
（敬称略、順不同）
鵜丹谷剛、蔭山陽子、原寛、松田道子、
中嶋甫、大塚永幸、小野勅紘、
田中宏明、
坂田清子、阿部望・典穂、原伸行、宗行孝之介、宮地京子、今西時子、岩井正好、
志賀咲穂、古澤輝勝、八尾勝、進武文、野澤太一郎、兼田義也、多胡進、為広かね子、
清水千歳、二宮英喜、松本聡子、山本太郎、宮田茂雄、宮田泰子、木島三雄、山本常雄、
中道晴夫・悦子、梅谷順子、小野昌二、古谷美子、熊谷親啓・郁子、下村俊子、笈川光郎、
石丸鐵太郎、正野隆士、大矢芳子、嘉納洋、Visscher,Jan-Koenraad、
神戸ＹＭＣＡ社交ダンスクラブ、社会福祉法人イエス団理事長 黒田道郎、神戸ＹＷＣＡ、
㈲イースター式典社取締役 小林望、㈱神戸凮月堂、米子ワイズメンズクラブ、
兵庫県青少年団体連絡協議会会長 速水順一郎、兵庫県社会福祉協議会会長 吉本知之、
匿名5件
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ウエルネス研修会
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灯台

5月1日
（月）
に神戸ＹＭＣＡウエル

Light House

ネス研修会を、47名のスタッフ・リー

（３）

No.12

ダーで行いました。研修のテーマは
『コーディネーショントレーニング』
で

総主事

す。講師に大阪ＹＭＣＡの猪口氏

井 上 真 二

第5期 三宮会館竣工記念式典

（ＮＥＳＴＡキッズコーディネーション

私が神戸ＹＭＣＡに入職した当時の総主事は古谷武雄さんで、5月

トレーナー）
を招き、学びと気づきを

13日
（土）に開催された三宮会館竣工記念式典に奥様の古谷美子様

分かち合いました。
コーディネーショ

が横浜から出席してくださいました。古谷さんは体育３ヵ年計画等、神

ントレーニングとは、旧東ドイツが発

戸だけではなく全国ＹＭＣＡの体育事業を推進され、プライベートでは

祥で運動能力を高めるトレーニングです。
ＹＭＣＡ風に言うと、“動きづくり”だったり

読書と釣りを愛する方でした。阪神淡路大震災でご自宅の一部が倒壊

“身のこなし“という表現になります。研修の中では、学んだことを早速実践するた

し３時間後に救出され、以下のような後日談があります。
「一時はもうあ

めに、
プログラムを考える場面もありました。研修を終えての感想は、
「今までプログ

きらめましたね。外では火が出てどんどん燃えていますし、灯油の匂い

ラムで行っていたことの裏づけになって、
自信になった。」、
「勉強すること、学ぶこ

はするし、ガスの匂いもしましたからいつ火が出てもおかしくない状態

とはとても楽しい。明日から活かしていきたい。」、
「こんなに多くの仲間がいること、

でした。むしろ火災にならないのが幸運でした。私の位置があと10セン

一緒に経験できることはやっぱり素晴らしい。」
といった声が聞こえてきました。新た

チ違っていたらダメでした。その時起床していたことも幸いでした。寝

な知識を得て、多くの仲間と経験を共にすることができました。子どもたちの心と身

ていたら直撃されていたでしょう。
ですから助かったのは奇跡のような

体がバランスよく育つ、
そんなプログラムを日々の中で実践していきたいものです。

気がします。家内が無事であり、子供たちはよそにおりましたのでむしろ

講師の猪口さんはじめ、関わってくださった方々すべてに感謝です。

自分の役割は終わったような感じになりました。モノへの執着心がなく
なりました。おそらく私と同じような体験をなさった方は皆そういう心境
になったのではないでしょうか。」
この後、倒壊を免れた須磨(現神戸)聖ヨハネ教会に、近隣の人々が
集まり、無事を感謝して、聖歌497番を歌われたそうです。
第4期会館の総主事室で寡黙にお仕事をされていたお姿を思い出し
ながら、多くの方々の見守りの中で式典が無事に執り行われた事に、心
から感謝と祈りを捧げたいと思います。

古谷武雄さんの略歴
1931年 福岡県甘木市(現朝倉市)に生まれる
1954年 東京教育大を卒業（現筑波大学）
1955年 横浜ＹＭＣＡ入職
1961年 神戸ＹＭＣＡへ転籍
1971年 日本ＹＭＣＡ同盟へ出向
1975年 神戸ＹＭＣＡへ帰任
1984年 神戸ＹＭＣＡ第7代総主事に就任
1994年 神戸ＹＭＣＡ退職
1992年 文部大臣表彰（社会教育功労者）、
2001年 兵庫県特別体育功労賞
2008年6月7日 76歳でご逝去

神戸ＹＭＣＡ高等学院

〜総合学習 大阪・天王寺の街を散策〜
5月29日（月）、総合的な学習の時間として、高等学院の学生たちが大阪・天
王寺の街を歩きました。真田幸村ゆかりの地をまわり、真田幸村や大坂夏の
陣ほか、地域や日本の歴史について学びました。スタンプラリーは、グループ
ごとにルートを考えました。NHK大河ドラマ「真田丸」のロマンに思いをはせ
ながら（？）、各グループとも上
手なまわり方ができ、予定時
刻よりも早くまわることができ
ました。また、散策のスタート・
ゴール地点は、大阪ＹＭＣＡの
ライブラリーをお借りしまし
た。大阪ＹＭＣＡの皆さま、ご
協力いただきありがとうござ
いました。

こくさいのまど

ポーポキのミニ平和映画祭

日︵土︶︑オープンハウスＤＡＹにて﹁ポー

シリーズ

5月

ポキのミニ平 和 映 画 祭﹂が開 催されました︒国 際 委

員 会のロニー・アレキサンダー委 員 長から平 和につい

才の時に広 島

て問いかけがあった後︑原 子 爆 弾に関 するドキュメン

タリービデオを 見 ました︒そこでは

で被爆された笹森恵子さんの証言や︑﹁はだしのゲン﹂

の作 者である中 沢 啓 治さんの被 爆 体 験が語られまし

た︒私 たちの想 像 を 絶 するよう な 衝 撃 的 な 内 容 が

語られる中にも︑親が子 を 思 うよう な 愛 情 を 誰 も

が持つ事の大 切さや︑何 度 踏 まれても起 き上がる麦

ました︒

名の参

の様に強 く 生 きるといった︑メッセージがこめられてい

ビデオ を 見 た 後︑年 齢 も 国 籍 も 異 なる

加 者 がグループごとに分 かれ︑それぞれの思いを 自

由に語 り 合いました︒また︑どうやって被 爆 者の想

いを将 来へと語り 継 ぐことができるかについて考 えま

触 れる 機 会 が 多 く なる 中で︑今 回 は春に神 戸で分

した︒夏になると私たちは戦 争・平 和・核について

2 0 0 2 年 度 から 不 定 期に開 催 している﹁平 和

かち合う時間をもつことができました︒

を 創 り 出 す 集 会﹂では︑事 実 をできるだけ 正 確に

知 り︑市 民の視 点 から︑平 和 を 創 り 出 す ために私

たちに何ができのか︑ともに考 え語 り 合い︑行 動の

糸口を探すひとときを持ってきました︒

主催 ポーポキ・ピース・プロジェクト︑

神戸YMCA国際委員会︑神戸YWCA

30

13
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ファミリーウエルネスセンター
☎078（241）7202
ＹＭＣＡホームヘルパーの事務所
☎078（241）7237
ランゲージセンター
☎078（241）7204
専門学校
☎078（241）7203
西宮ＹＭＣＡ
☎0798（35）5987
三田ＹＭＣＡ
☎079（559）0075
余島野外活動センター
☎0879（62）2241
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
国際・奉仕センター
☎078（241）7204
ウエルネスセンター学園都市
☎078（793）7401
西神戸ＹＭＣＡ
☎078（793）7402
神戸YMCA高等学院
☎078（793）7435

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

（４）

☎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

神戸ＹＭＣＡサマーキャンプのご紹介
Ｃａｍｐｉ
ｓＦｕｎ
！

山、川、海で実施されるＹＭＣＡサマーキャンプでの「体験の楽しさ」
は、子どもたちの心を解放させ、ひとりひとりが持っている力を自ら
発揮することにつながります。大自然の中での楽しい体験が、
「 雄大
なる自然からの学び」
「 生涯を通してつながれる仲間」
「 これまで知
らなかった自分」に出会わせてくれます！
Ｃａｍｐ ｉｓ Ｆｕｎ！「Ｆｕｎとは生きる喜びを感じること。」
この夏 、子どもたちの 貴 重 な 体 験 の 機 会を神戸ＹＭＣＡサ マー
キャンプでお試しください。

＜神戸ＹＭＣＡキャンプホームページ＞

http://www.kobeymca.org/natsu

第36回神戸ＹＭＣＡ
チャリティーゴルフ大会 報告
5月31日（水）に第36回神戸ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会が千刈カンツリー倶

ファミリーウエルネスセンター
レポート
〜地域での介護予防〜

楽部で開催されました。よい天気のもと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。当日、参加できなかった方からもチャリ
ティー協力金や物品をいただきました。収 益金から諸経費を除いた約221,0 0 0円
は、神戸ＹＭＣＡ青少年指導者養成支援金として、また一部を東日本大震災の復興
支援として、また熊本地震緊急支援募金として、日本ＹＭＣＡ同盟を通じて捧げさせ
ていただきます。大会での募金とは別に「子ども奨学金」をお願いしましたところ、
27,500円のご寄付をいただきました。会場を提供いただきました千刈カンツリー倶
楽部様からも多大な御支援、御協力を賜りました。感謝申し上げます。次回、第37
回チャリティーゴルフ大会は、10月11日（水）にキングスロードゴルフクラブを予定し
ております。

元町山手あんしんすこやかセンターからの依 頼により、
山手さくら苑にて「介護リフレッシュ教室」での運動指導
を行いました。高齢 者介護をしている家族や、山手さくら
苑の介護サービスを利用されている高齢者、スタッフのみ
なさんと身体を動かしました。椅子に座ってストレッチや

募金をいただいた方々。

筋力トレーニング・コグニサイズ（頭と体を使う認知症予

朝倉 恵美子、浅野 充、石丸 鐵太郎、一柳 謙二郎、

防）などを行い、あっという間の１時間でした。地域のみな

岩本 三好、上野 恭男、大江 彬甫、大島 則夫、

さんが年齢を重ねてもますます元気に日々を過ごすことが

大田 靖之、大西 弘一、岡本 繁、尾上 尚司、

できるよう、これからも地域の声に応えながら介護予防を

柏原 佳子、嘉納 洋、嘉納 忠夫、川島 惠美、

行っていきたいと思います。

小出 和那、坂口 修、佐々木 留奈子、芝川 英美子、
島田 恒、上念 賢治、鈴木 博和、高畑 英夫、
田川 善己、竹増 操、坪井 宗孝、塔本 均、堂本 将司、
中尾 英輔、中村 博一、濵 浩一、濵 美智子、
福原 吉孝、堀江 裕一、松井 隆介、万本 敬一、
山口 芳之、山﨑 祐子、山城 哲弥、山本 克己、
山本 常雄、横山 嘉夫、阪根 新、熊谷 郁子、吉原尚美
（敬称略）

★★

個人消息 ★★

【ご逝去】
心よりお悔やみ申し上げます。
4/8 座古谷光夫様（ＹＭＣＡ名誉会員、
神戸ワイズメンズクラブ）
5/7 井上総主事のご尊父様
6/3 富川直彦様（真生塾理事長、
元神戸ＹＭＣＡ副理事長）

