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平成１８年１月１１日（水）～１７日（火）の期間で、天津市青年連合会       

より９名が来神しました。天津市青年連合会との交流は１９９１年より続い 

ており、本年度私たちこうべユースネットは８回目の派遣団を受け入れまし 

た。今回の受け入れ事業ではボランティアの方々やこうべユースネット国際 

部会の理事が中心となってプログラムを検討し、日本文化への理解を深めて 

もらうために有馬温泉を散策したり、防災について学んでもらうために関連 

施設を見学しました。 

      兵庫県広域防災センターでは、模擬煙（水蒸気）が充満した真っ暗な迷路 
室を脱出する｢煙避難訓練｣や、起震車に乗車し地震の揺れを体験する｢地震 
体験｣をし、団員とスタッフ全員が必死になって取り組み、火事と地震の恐 
さを再認識しました。 
 その他にも、餃子パーティーを行い、代表団メンバーに本場中国の餃子の 

作り方を教わりながら約５０名の参加者全員で餃子を作りました。 

今回は以前から交流のあった方々の他にも、神戸 SGGクラブ（善意通訳の会） 

や青少年会館の利用団体の人達などに関わっていただき、多くの人に中国を 

身近に感じてもらえたのではないかと思っております。 

 

◆スケジュール◆ 

 【１日目】神戸到着、歓迎パーティー 

 【２日目】人と防災未来センター、兵庫県広域防災センター等見学、実大三次 

 元振動破壊実験施設、日中交流促進協会主催夕食会 

    【３日目】有馬散策と温泉体験、買物タイム、KYN理事との懇談会 

    【４日目】餃子パーティー、ホストファミリープログラム 

 【５日目】ホストファミリープログラム 

    【６日目】港島小学校・孫文記念館・舞子海上プロムナード見学、市長表敬、 

神戸市外国語大学、ユースプラザ KOBE・WEST、さよならパーティー 

    【７日目】阪神淡路大震災追悼セレモニーに参加、帰国  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢田神戸市長と天津市青年連合会代表団メンバー、ＫＹＮ山口理事長 
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興味のある事業などがあれば、 

こうべユースネット事務局まで 

お気軽にお電話下さい。 
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神戸市青少年会館は、２００６年４月より 

こうべユースネットが“指定管理者”として、 

管理運営をすることになりました！ 

 

 

 

 

指定管理者制度とは、公の施設を企業やＮＰＯ法人が地方公共団体の指定を受けて、 

管理を代行する制度です。 

この制度によって、施設が民間によって効率的に管理・運営され、市民が施設の 

運営に更に参画できる機会がつくられるなど、大きく期待されています。 

 

神戸市青少年会館も、以前は市が管理運営をおこなっていましたが、２００２年度より 

ＮＰＯ法人こうべユースネットが神戸市から業務委託を受け、市と協議しながら運営を行って 

きました。 

そして、２００６年４月より、指定管理者として管理運営をおこなうことになりました。 

 

今後とも、皆様のご意見を頂戴しながら、よりよい会館運営をおこなって参りますので、ご協力をお願いいたします！ 

 

 

平成１８年度 ＮＰＯ法人こうべユースネット 通常総会のお知らせ 

日時：平成１８年５月２７日（土）１４：００～１６：００ 

場所：青少年会館５階「研修室」 

 
◆総会終了後、ＫＹＮ会員の皆様と役職員との懇親会を予定していますので是非ご出席ください。 

 

 

 

～平成１７年度 青少年の居場所づくり人材育成事業～ 

「第１回 神戸市青少年の居場所を考えるセミナー」を開催しました。 

（と き）平成１８年３月１９日（日）１３：３０～１６：４５ 

（場 所）神戸市勤労会館３階 講習室３０８ 

                        

 このセミナーは、中高生層を中心とした青少年の「居場所」づくりに    
関わる方々がその知識を深めることを目的に実施しました。 
基調講演として「若者の居場所」について研究されている駒澤大学の      
萩原先生を招き「青少年（中高生）に必要な居場所とは？」をテーマに 
お話を頂戴しました。 
後半は、４名のパネラーによる「青少年の居場所づくり実践者報告」と
題してパネルディスカッションを行い、それぞれのお立場でお話を頂戴
しました。 
日曜日の午後からの開催でしたが、５０名余りの皆さんに参加いただき、 
活気のある良いセミナーとなりました。 
１８年度も引き続きこのようなセミナーを神戸市と連携しながら実施し 
ていきたいと思います。 
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   こうべユースネット事業 報告 
 

 

「この指止まれ。発見！森のたから物」キャンプ を開催しました。 

 

[日時] 平成１８年３月１８日～１９日（一泊二日） 

[場所] 洞川教育キャンプ場 

 

ジュニアリーダーとこうべユースネットの初めての連携事

業として「この指とまれキャンプ」を開催しました。参加

者は小学３～６年生で５０名（ナ、ナ、なんと募集４０名

に応募者５４名・・・！）とスタッフ（ジュニアリーダ JL

の１～３年次）２１名、と KYN事務局１名の総勢７２名が、

楽しい２日間を過ごしました。でも、残念だったのはお天

気・・・一日目のハイキングは何とか曇り空の下で強行で

きましたが、キャンプ場についてお弁当を食べ終わるなり

雨が降り出して、翌日の朝まで雨の中のキャンプになりま

した。（私はどちらかと言うと、頭の通り「はれ男」なのに、

他にキット強烈な「雨男？雨女？」が参加していたのでし

ょう・・・影の声）人数も多かったこともあり、基本の活

動場所を林間学舎に変更してキャンプのスタートとなりま

した。 

 

参加した子ども達とスタッフは元気一杯で、雨の中の林間巡りや名札つくり

にチャレンジ、そして大きなブルーシートで屋根を作った「かまど」でご飯

を炊き、林間学舎の中でカセットコンロを使ってカレーとポークビーンズを

作り「いただきます」、大満足の夕食でした。 

 

そして、楽しみのキャンプファイヤーも部屋の中でキャンドルファイヤーに

切り替えて約１時間半、リーダーと一緒に思い切り楽しむことができました。 

二日目は、雨が上がって朝から予定した通りのプログラムで「クラフト」や

「もちつき」をして、おもちで昼食となりました。 

 

初めてキャンプに参加した子ども達も沢山いましたが、JLのお兄さんやお姉

さんの活躍で怪我も病気もなく、元気に２日間のキャンプを終えることがで

きました。 

閉会式の時の参加した子ども達とリーダーの寂しそうな顔・・・でも、神戸市内で自然体験の機会を提供している KYNやサポー

トしている JLのリーダーさん達とは、今後も別な事業で会えると思うので「またの機会を楽しみに！」、「また参加してね！」と 

迎えのバスに乗ってお別れとなりました。                     

 

今回のキャンプの特長として次のようなことが挙げられます。①はじめての JLと KYNの協同事業。JLの参加は２１名②特に JL

さん達にとっては１・２年次の研修の場の機会提供となりました。③経験豊富な３年次さん達がプログラムの立案や注意点への

助言、そして当日は裏方で支援してくれました。④参加希望者が多かった。⑤久しぶりに、男の子の参加者が多く、男女比は６：

４だった。⑤当日キャンセルがゼロだった。⑥悪天候にも関わらず、参加者・リーダー共に大いに楽しめた。など等 

 

この「この指とまれ」キャンプはシリーズ化して、洞川を中心として自然の家にもその活動範囲を広げ、JLの研修の場という一

面を持ちながら、年に２～３回のキャンプを企画していくことになりました。今後の事業の進み方を大いに期待して下さい。次

回は夏版８月２３日（水）～２６日（土）を予定しています。                        
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作って食べてみよう！ シリーズ 第４弾 

「クリスマスのごちそう作り」開催！ 

                              (と き）平成１７年１２月１７日（土）１０時より 

           （場 所）こべっこランド（神戸市総合児童センター） 

 

｢クリスマスのごちそうを作ろう！｣ということで、ローストチキンとツリー 

ケーキを作りました。ツリーケーキはホットケーキを大きさの違う星型で抜き、 

それを積み上げてツリーに見立てるというものです。マーブルチョコレートや 

粉砂糖で飾り付けをすれば、かわいいツリーの出来上がりです。ローストチキ 

ンもこんがり焼けてとてもおいしくできました。 

クリスマスに関するクイズも実施し、気分はすっかりクリスマス♪でした。 
 

参加者１９名、スタッフ５名（この事業の企画と運営は、 

すべてボランティアスタッフで行っています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆冬山で遊ぼう 

（と き）平成１８年２月１１日（土）～１２日（日） 

（場 所）美方高原自然の家 
小学４～６年生の１７名と青年リーダー８名と職員２名で、 
雪遊びを楽しんできました。班員全員で協力して作ったかま 
くらや雪像に夜キャンドルを灯しましたが、とてもきれいで 
幻想的でした。吹雪いたこともあり雪合戦、そり遊びが短時 
間しかできなかったことは残念でした。いろいろな所で活動 
されている青年リーダーが関わって下さったのでリーダーの 
スキルアップにもなりました。 

◆親と子の野外遊び 

（と き）平成１８年１月２２日（日）・３月２１日（祝）

（場 所）神戸市立若者の家 

小学生とその家族を対象に親子で共同作業をする機会を

提供する事業で、1 月はニョッキ作りと迷路ゲーム盤作

り、３月はうどん作りとネイチャーゲーム体験のプログ

ラムで実施しました。 

この事業を通じて、「お父さんって料理できるんだぁ。」

とか「子どもって器用に工作するんだね。」とか、親と子

どもが普段と違う一面を発見したり、会話が弾んだりす

ることを願っています。 

 

◆ネイチャーゲーム体験講座 

（と き）平成１８年３月１２日（日） 

（場 所）神戸市立若者の家 

日本ネイチャーゲーム協会の、池辺美保子さんを講師に

お招きし、参加者９名・スタッフ３名で実施しました。

ネイチャーゲームとは、野外活動で、見る、聞く、触る

など五感を意識し、心と体で自然を直接体験するプログ

ラムです。今回の講座では、代表的なゲームを幾つか教

えていただき、そこから感じた事を参加者同士で意見交

換をしました。若者の家は何度も利用していますが、今

回はたくさんの新発見があり、とても新鮮でした。

 

 

大好評 
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ユースプラザＫＯＢＥ WEST 事業 報告 

 

ユープラまつり 
（と き）平成１７年１２月１８日（土） 

（場 所）パティオホール 

 

中高生スタッフが企画・運営し、ユースプラザ青少年育成 

ボランティアがサポートして行いました。太田中学校吹奏楽 

部、原田中学校ジャズバンド部などの演奏や、利用者グルー 

プ「気分屋／」によるバンド演奏、高校生漫才コンビ「モン 

キーパンチ」、そして高校生実行委員が自ら吉本興業にブッ 

キングを依頼した「NON STYLE」によるステージなどで会場 

は大盛り上がりとなりました。また今回は高校を卒業し大学 

生になった元利用者によるダンスのステージもあり、次の世 

代に頑張って盛り上げていって欲しいというメッセージが送 

られました。 

  

 

映像クリエイター倶楽部 

 「学ぼう☆阪神・淡路大震災」上映・ビデオ配布会 

（と き）平成１８年３月２６日（日）１１：００～１１：４５ 

（場 所）パティオホール 

 

平成１７年度パートナーシップ助成「震災を風化させない活動」 

助成事業として実施しました。中高生らが小学校高学年を対象と 

したビデオ教材を制作。１００本を神戸市立小学校を中心に、配布 

します。その完成披露を兼ねた上映会を行いました。 

  

 

 

 

 

 

ユープラ中高生フリーマーケット 
（と き）平成１８年３月２６日（日）１１：００～１５：００ 

（場 所）ユースプラザＫＯＢＥ・WEST フリースペース 

 

ユースプラザ青少年育成ボランティアによる自主事業。 

１２店舗がフリースペースに軒先を連ねました。 

中高生らが出店し、友人や、地域の大人も混ざり賑わいました。 
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Youth Culture Markets DANCE 08 ～Keyword～ 
（と き）平成１８年３月２６日（日）１６：００～１９：００ 

（場 所）パティオホール 

中高生による自主企画・自主運営イベントのダンス第 8弾。 

今回は「キーワード」をテーマに 12組が出演。HIP HOPユ 

ニットを MCに迎え、途中には出演者らによるゲームも織り 

交ぜ行われました。毎年 3月に行われているダンスイベント 

は、今回も含め毎年 3年生による卒業イベントとしての企画 

が引き継がれています。 

   

Youth Culture Markets SONIC 08 
（と き）平成１８年３月３０日（木）１３：００～１７：３０ 

（場 所）ユースプラザＫＯＢＥ・WEST リハーサル室ＡＢ 

中高生による自主企画・自主運営によるライヴイベントの屋 

内版第８弾。中学２年から出演してきたバンドが今回で高校 

３年生の最後のライヴとなり、この中高生による YCMシリー 

ズから卒業となりました。この５年間、その年ごとにバンド 

のカラーがあり、色々な内容のライヴを繰り広げてきました。 

今回の最年少出演バンドも中学２年生でした。ユースプラザ 

１０周年に高校３年生になるという何とも運命的な巡り合わせ。 

１０周年に向けて、新しい世代によるライヴの幕開けです。 

 

 

ユースプラザ開設５周年記念事業 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ステンドグラス制作 
（と き）平成１７年９月～平成１８年３月 

（場 所）ユースプラザＫＯＢＥ・WEST フリースペース

５周年を記念にオブジェ制作を行いました。彫刻板の掲示

板や陶板の寄書きなど色々な案をユースプラザ青少年育成

ボランティアが出し合い、ステンドグラスに決定しました。

絵のデザインは利用者の啓明女学院高校と愛徳学園高校の

２年生が担当、中高生らが休日、放課後を使って色塗りを

行いました。完成品はフリースペースの入口と中（北西角）

に設置しました。 

 

◆ユープラタイムス ５周年記念号
（と き）平成１７年９月～平成１８年３月 

（場 所）ユースプラザＫＯＢＥ・WEST 

ユースプラザ青少年育成ボランティア 情報部会が発行し

ているユースプラザＫＯＢＥ・WESTの機関紙の 5周年特別

号を作成しました。作業は全てユースプラザ青少年育成ボ

ランティア情報部会がおこないました。今回はA４サイズ８

ページで構成し、５周年に寄せてのコメントやアンケート

の集計結果、過去５年間の事業や出務日誌からのメッセー

ジを掲載しました。 
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青少年会館事業・リーダー事業 報告 
 

 

サンタがおうちにやってくるin KOBE ２００５ 
～今年度は２日間にわたり、拡大開催！！～ 

（と き）平成１７年１２月２３日（祝）・２４日（土） 

 １７年度会館リーダー事業として恒例の「サンタがおうちに 

やってくる in KOBE２００５」が開催されました。 

もう今年で６回目となり、随分内容も充実してきましたが、 

一般参加スタッフの力量にかかってくるところが多く、リー 

ダーの指導も腕の見せ所と言ったところです。今年は参加スタ 

ッフが少なく苦労しましたが、リーダーの努力により班編成～ 

車の配車、応募者に対する情報の敏速が特によかったと思いま 

す。また落選者向けに前日サンタイベントをメリケンパークで 

ベロタクシーに乗ったサンタや母子家庭でのサンタイベントは 

好評でした。 

三宮東春まつり ２００６ 
（と き）平成１８年３月５日（日） 

                             今年で３回目となる三宮東春まつりは、リーダー事業が重なる 

ことから今年は３月に開催となりました。 

去年の反省を元に広報に力をいれ、登録団体を始め、三宮東周 

辺の市民やここを訪れてもらえるような内容のチラシを作成した 

り、国体のマスコットの『ハバタン』に一役買ってもらったりし 

て、三ノ宮駅前や雲井公園とも大勢の集客を得ることができ充実 

したまつりが行われました。参加団体も今年は大勢の参加があり、 

駅前では弦楽～大道芸～アカペラ～吹奏楽とバラエティーに飛ん 

だコンサートができました。また雲井公園では集客を呼び込むた 

め、屋台を増やしもち以外にもたこ焼きやスープバーなどを提供 

し大変盛り上がったまつりとなりました。雲井公園では義援金を

集め、フィリピンへの地すべり災害へ寄付しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆リーダースキルアップ研修会 

（と き）平成１８年３月１１日（土） 

 定例会やリーダー事業等で自分の考えをアピールし他の

人に理解してもらえるのにはどうしたらよいかを考える研

修会を外部講師を招いて 

実施しました。参加者が 

少なかったのは残念でし 

たが、参加したリーダー 

は大変勉強になったよう 

です。今後もリーダーの 

スキルアップの為の研修 

会を継続して実施できれ 

ばと思います。 

 

◆リーダー宿泊研修 

（と き）平成１８年３月１８日（土）～１９日（日）

 今年の新人リーダーは５名と相談員１名となり去年より

半数少ない人数となりました。 

１８日は青少年会館で外部講師をお願いして新旧リーダ

ーでの研修『アイスブレイク』についての講義を受け、会

館リーダーとして今後の事業等に役立ててもらうために行

いました。 

また会館リーダーの仕事を少し見直し、リーダー全員が

理解して参加できるようにするための研修を若者の家に移

動して１９日に行いました。全員が目的、目標が共有でき、

会館のリーダーとして１年間活躍していただけることを

期待しています。 

 



 ⑧

～特★集～ 「ご存知ですか？」 

「こうべユースネットが管理・運営する施設をご紹介します！」 
 

 

 

 

 

 

 

神戸市青少年会館 
開設２６年を迎える、神戸の青少年活動の拠点です。青
少年のサークル活動やグループ活動、音楽、演劇、映像
など約２３０団体が活動中です。 
 
場所 神戸市中央区雲井通 5-1-2（勤労会館5・6階） 
時間 平日・土曜日  9：00～21：00 
   日曜日・祝日  9：00～17：00 
※年末年始（12月 28日～1月 4日）・月曜日は休館
 
施設内容 ５階 ロビー・レクリエーションホール・研修室等 

     ６階 学習コーナー・音楽室・工作室・サークル室等

 

※6月より、月曜日も開館します。 

ますます使いやすさＵＰ!！ 

（ただし、第3月曜は休館します。） 

 

こうべユースネットの事務局も 

青少年会館内にあります。 

 

ユースプラザＫＯＢＥ・WEST 
開設６年を迎える、中高生を対象とした青少年施設です。
神戸市がこうべユースネットに管理・運営を委ね、地域
のボランティアの皆さんが施設運営に参画しています。
 
場所 神戸市須磨区中落合2-2-7（須磨パティオ健康館３F）

時間 平日・土日祝日 10：00～20：00 
※第 3水曜日は休館 
 
施設内容 音楽室・リハーサル室・会議室・フリースペース 

 

 
※地域のボランティアのみなさんが、 
青少年の話し相手・相談相手、コミュ 

ニケーションのサポート役になればと 
毎日出務・イベント企画をしています。 
また、利用主体の中高生が中心となり 

『フリースペース』等の運営、イベン 
トの企画・運営等を行い、ボランティ 
アをはじめ大人がそれをサポートして 

いくという新たな居場所づくりを目指 
しています。 

ユースステーション西 
青少年が自由に立ち寄れ、サークル活動や異世代間の交
流が行える「居場所」として、平成１７年７月１６日よ
り、西区民センター内に開設されました。 
 
場所 神戸市西区糀台 5-6-1（西区民センター1・2階） 
時間 平 日    13：00～20：00 
   土曜日    10：00～20：00 
   日曜日・祝日 10：00～17：00 
※年末年始（12月 28日～1月 4日）・月曜日は休館
 
施設内容 １階フリースペース（談話や飲食の場） 

     ２階青少年コーナー（学習コーナー） 

 

※バンドの練習などができる音楽室・ 

会議室などを区民センターの空き時間を 

借り上げ、中学・高校生のサークル活動 

や企画行事・地域団体、ボランティアな 

どによる青少年健全育成のための行事に 

利用しています。 

 

神戸市立洞川教育キャンプ場 
神戸市教育委員会から委託され、管理運営をおこなって
います。神戸・六甲山系のほぼ中西部に位置し、市街地
からバスで３０分程の、自然豊かなキャンプ場です。
 
場所 神戸市北区山田町下谷上中一理山４-１ 
 
 
※洞川教育キャンプ場には、 

川のサイト、太陽のサイト、 

森のサイトの３つの楽しい 

サイトがあります。 

緑豊な六甲の自然と、元気 

いっぱいのジュニアリーダー 

がみなさんのご来場をお待ち 

しています。 

利用申込は、こうべユース 

ネットまで！ 

神戸市立若者の家 
神戸市から委託され、管理運営をおこなっています。 
研修棟・道場・キャンプ場・グラウンド・管理棟が 
あり、長年、神戸市の若者を見続けてきた由緒ある 
野外施設。 
 

場所 神戸市中央区神戸港地方口一里山 1番地の 132 

 



 ⑨

「こうべユースネットのホームページ・ブログを 

ご紹介します！」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうべユースネットホームページ

http://www.kobe-youthnet.jp/

こうべユースネットブログ 

「笑顔が力に」

http://www.kobe-youthnet.jp/blog/

こうべユースネットの職員及び 

理事が、毎日さまざまな話題を 

提供しています。 

ホームページからもリンクされ 

ていますので是非ご覧ください！ 

コメント・トラックバックも 

お待ちしております！ 

こうべユースネットのすべてが

ここからわかる！ 

 

事業の告知や報告をはじめ、各

施設の案内・こうべユースネッ

トの理念などを掲載しています。

 
みなさん！ 
色々な情報を
ＧＥＴして 
くださいね！

たくさんの仲間と一緒に活動しませんか？   
学校や仕事だけの生活では得られない、多くの感動と仲間 
が得られます！！ ボランティア初めての人大歓迎！！ 

 

対象は、青少年育成活動に意欲のある、

１８歳～３０歳くらいまでの方 

KYN ボランティア 春の新規募集中！

☆What ’s☆ 
ＫＹＮボランティア 

ＮＰＯ法人こうべユースネット（ＫＹＮ）では、
２１世紀を担う青少年が、それぞれの「夢」を

創造し、実現するための支援事業と「居場所づ

くり」を積極的に推進しています。 
「ＫＹＮボランティア」に登録していただいた

皆様には、ＫＹＮが実施する事業のボランティ

ア情報等をご案内します。 

☆活動内容☆ 

子ども～青少年向けの 

    イベント企画・運営
キャンプ・自転車ツアー・シンポジウム・地域

イベント・料理教室など、年中、事業が盛りだ

くさん！ いつも楽しく活動できます！ 
あなたのペースで、野外活動にチャレンジした

り、趣味や特技を活かしてみませんか？ 

【お問い合わせ】ＮＰＯ法人こうべユースネット事務局

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０７８－２３２－１５０９ 

神戸市中央区雲井通５－１－２ 神戸市青少年会館内

※まずは、電話で名前・住所・電話番号をお伝えください。

登録用紙など詳細についての書類を送付いたします。


