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「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��編��節）

����年度がスタートします

「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」

神戸YMCAは設立以来、イエス・キリストによって示された愛と奉仕の精神に学

びつつ、多くの子どもたちやユース、世代を超えた地域の人たちが集い、すべての

「いのち」が光り輝く活動に取り組んでまいりました。また、����年にはコンセプ
ト、スローガン、ロゴマークを新たにして、YMCAの価値をさらに高めるためのブ
ランディングを推進してきました。そして現在は全国のブランディング調査結果
を受けて、事業領域や重点テーマごとにその成果を評価するための指標作成に取
り組んでいます。

さて、私たちの�年間の活動の指針となり、またその年に私たちに与えられた使

命を表すものの一つとして、神戸YMCAでは ����年から、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、年間聖句を決めています。����

年度は詩編��編��節の「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」が選定されました。この聖句の「あなた」は神を意味していますが、それだけ

ではなく会館を訪れる全ての方が「あなた ＝ 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ことを願ってこの句が選ばれました。

����年度はこの聖句を掲げ、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。また、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。
総主事

井上 真二

神戸YMCA創立���周年記念日礼拝のご案内

専門学校日本語学科スピーチコンテスト

�月��日、
「第��回神戸YMCA・コミュニカ学院日本語スピーチコンテスト」を

兵庫県民会館にて開催しました。両校あわせて約���人の留学生と来賓の方々
にお越しいただき、各校から選ばれた代表者��名のスピーチを聞きました。
「私

の声」というテーマのもと、日本に来て経験したことや日本人とのふれあいで感
じたこと、留学中の心境の変化など、それぞれの想いがしっかりと伝わるスピー

チでした。��回にわたってこのコンテストを続けてこられたのは、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。

����年の発会から���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。
ご多用のことと存じますが、ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

初級の部：
「あたたかい波」
許 慈平（神戸YMCA）
日時：
����年�月�日（水）
場所：
神戸ＹＭＣＡ三宮会館チャペル
メッセージ：
涌井 徹先生（日本基督教団兵庫教会）

最優秀賞

中級の部：
「あなたってユニークで素晴らしい人」
小松 ナオミ
（神戸YMCA）
上級の部：
「ぽっぽや」
尹 光進（コミュニカ学院）
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神戸YMCA高等学院 卒業礼拝

ＫＯＢＥ

ＹＭＣＡ

� 月 � 日、第 �� 回 卒業礼拝が、パティオホールにて執り行われました。卒

業生一人ひとりのスピーチでは、卒業を迎えることができたうれしい思いや、
支えてくれた人たちへの感謝の気持ちが、素直に表れていました。保護者の方々
の喜びもひとしおだったと思います。心あたたまる卒業礼拝となりました。礼

拝後は、学校へ移動して茶話会。みんなで乾杯し、楽しいひとときを過ごし
ました。晴れの日に、
生徒たちのいい表情

ＮＥＷＳ

���� 年４月１日発行 （２）

全国YMCAピンクシャツデー運動の取り組み

今年度も世界的ないじめ反対運動「ピンクシャツデー」に賛同し、取り組みを

行いました。カレッジ（三宮）、高等学院（西神戸）、学園都市会館では、生徒、学
生、会員の方々を巻き込んで取り組みました。

そして、今年度は神戸YMCA全体の取り組みとして、
ピンクシャツデープログラ

ム
「みんな、
ちがっていい～いじめにむきあう心を育てる～」
を行いました。

いじめ問題の難しさの整理を発題として村岡弘朗先生（垂水教育相談所 主任

指導員）にお話しを頂き、それを受け、後半は追原三重先生（（一社）日本アン

ガーマネジメント協会関西支部アンガーマネジメントコンサルタント）
より、
アン

を 見ることが で き、

ガーマネジメントの手法を用い、
いじめに直面する子どもたちに大人がどう寄り

本当によかったです。

添うのかを、
ともに考えるときを持ちました。

日頃から生徒たち

いじめられた側、
いじめた側、傍観している側という対立軸としてとらえるので

のために、お力添え

なく、
それぞれの立場の子どもに周りの大人がどう考え、
どう見守り、
どこで必要

をいただいている皆

な分だけの手を出すかがとても大事であるかということを学びました。

様に、あらためて心

神戸YMCAは、今後も引き続き、
２月

より感謝申し上げま

の最終水曜日をピンクシャツデーと

す。ありがとうござ

し、
いじめについて考え、
いじめられて

いました。

いる人と連帯する思いを表す�日とし

専門学校（ホテル学科･日本語学科）卒業式

ていきたいと思います。

最後になりましたが、共催して頂き

ましたワイズメンズクラブ国際協会西

日本区六甲部様にこの場を借りまし

てお礼申し上げます。

個人消息・人事のお知らせ

�月�日（水）に専門学校ホテル学科・日本語学科の卒業式が執り行われ、ホテ

ル学科��名、日本語学科��名の計��名が晴れやかに卒業いたしました。

学科によって在学期間は異なりますが、それぞれの目標に向かって日々学業

に励んできました。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
ルの道に、日本語学科の学生は日本での就職・進学と、学んだ日本語を活かし
それぞれの道へと進みます。

学校生活の中では、仲間と協力して取り組む大切さや、自己を確立することの

重要性も学んできました。これから訪れる新生活に活かして一人ひとりが抱く夢
が叶うことを願っています。

入職・登用

西神戸

川北 陽子

YMCA保育園

池平 麻記

カレッジ

財部 仁子

西神戸YMCA保育園

中尾 桃子

〃

古谷 茉穂

〃

加藤 亜寿華

ウェルネスセンター学園都市 平吉 恵子

〃

後藤 理恵

西宮

大谷 真理子

コミュニティサービスセンター

佐伯 知香

西宮

坂本 花依

神戸YMCAちとせ幼稚園

山口 真帆

桑原野 乃花
髙松 七海

〃

真鍋 早紀

中野 ひな
鈴木 梨香

〃
西宮つとがわYMCA保育園

八木 友佳里
金崎 綾子

〃
出向受入

※敬称略

退職

※敬称略

YMCA保育園

進士 公貴

田淵 香織
山本 陽太

〃

冨依 裕加（3月〜） 西宮YMCA保育園

ウェルネスセンター学園都市 松本 紳吾

若林 風美
長石 香穂

〃

岡 愛梨

森 玲

西神戸YMCA保育園

〃

高畑 瑞希

神戸学園都市YMCAこども園 重久 結衣

〃

大久保 美里

太山寺児童館

神戸YMCAちとせ幼稚園

高橋 さやか

児童発達支援事業 おひさま 豊蔵 早苗

YMCA保育園

村井 理絵

西宮YMCA保育園

前田 早希

西宮つとがわYMCA保育園 平吉 恵子

〃

3/7 小泉 勇治郎様（元職員）
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

清重 羽咲

〃
児童発達支援事業 おひさま

〃

西神戸YMCA幼稚園

山下 あゆみ

〃

〃

ファミリーウェルネスセンター

☎���（���）����
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
☎����（��）����
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
☎���（���）����
神戸YMCA高等学院

神戸学園都市YMCAこども園 吉田 千夏

柿葉 遥

〃
YMCA保育園

西宮つとがわYMCA保育園 谷本 典子

ご卒業おめでとうございます。
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ご逝去
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林 菜々美
石田 遥

辻 建様（宝塚ワイズメンズクラブ）
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