
 
①

平成１８年５月２７日午後、それぞれに多忙な日常の中、ご出席くださっ

た会員の皆様のご理解とご協力により、総会の議事はすべて承認され新しい

年度へと歩をすすめました。当日、引き続いて行われた会員懇親会では映像

クリエーター倶楽部製作のビデオをスクリーンに見ながら、自由に懇談する

時間をもちました。青少年育成活動に志をもつ仲間として、１人でも多くの

正会員の皆様とのコミュニケーションを深める機会でもあり、次回は更に多

くの方々にご参加いただきたいと思っております。 
 
今年は設立５周年を迎えた NPO 法人「こうべユースネット」は、活動の

拠点である「神戸市青少年会館」の指定管理者として、新たなスタートの年

となります。NPO 法が施行されて８年、多くの団体が設立、認証されまし

たが、すでに選別、淘汰の時代に移りつつあるといわれます。「KYN」でも

取り組むべき多くの課題があり、まさに運営力が試される時だと思います。

設立以来のキーワード「青少年の居場所づくり」に加えて、今、求められ

ている｢若年者の自立支援プログラム」に積極的に取り組み、地域社会の一

員としての役割を果たせるよう努める所存であります。 
 
長年にわたって野外活動を通じての青少年育成活動の場として親しまれ

てきた「神戸市立若者の家」が、いよいよ私たちの活動の輪から姿を消しま

す。四季を通じて森の香りや、土の匂いを子供達に教えてくれ自然のすばら

しさ、厳しさを体験させてくれました。 
数々のキャンプの思い出と共に、「若者の家」と周りにあふれる緑の風景は、

多くの人たちの記憶に残ることでしょう。 
感謝の気持ちをこめて、ありがとう！ そして、さよなら｢若者の家｣！

ＮＰＯ法人こうべユースネット理事長 山口 淑美

 
  

        
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
◆懇親会のようす 
今年度の通常総会後、正会員と理事・職員との懇親会が開催されました。 

初めに映像クリエイター倶楽部作成の阪神・淡路大震災教材ビデオ「記憶を記録に」

と玄海島被災児童支援事業の記録ＤＶＤが上映され、皆さん真剣に見ておられました。 

その後の、歓談の時間では会員相互の会話もはずみ、終始和やかなムードでした。 
 次回も、より多くの会員の皆様に参加していただきたいと思います。 
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②

地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業

「こうべ若者サポートステーション」を

8 月 1 日（火）に開設しました！

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

◆実施内容の概要◆ 

  日  時 

①キャリアカウンセリング 

平成18年8月2日（水）以降の毎週月・水・金・土曜日 14：00～20：00 

（相談開始時刻(原則)：14:00、15:00、17:00、18:00）※要予約 

②心理カウンセリング 

平成18年8月7日（月）以降の毎週月曜日 14：00～20：00 

（相談開始時刻(原則)：14:00、15:00、17:00、18:00）※要予約 

場  所 

神戸市青少年会館５階（神戸市中央区雲井通5丁目1番2号 〒651-0096） 

対 象 者 

一定期間無業の状態にある青少年（義務教育終了後の１５歳から３５歳未満）で就職を希望されている方、自身の将来に向

けた取り組みへの意欲がある方。 

  ※心理カウンセリングのみ保護者からの相談も受け付けます。 

 

相談内容 

①キャリアカウンセリング（キャリアコンサルタントが、適職発見から能力開発も含めた就職までの活動をサポートする） 

②心理カウンセリング（臨床心理士、心理カウンセラーによるメンタルケア） 

③相談・情報提供（職業的自立を促進するための相談やセミナー・体験講座・面接会などの情報提供）など 

 

申込方法 

青少年会館へ来館もしくは電話にて相談日時を予約。（電話０７８－２３２－４４５５） 

※対象者は、神戸市内在住・在勤・在学者等に限っていません。 

 

【各種支援事業】     

※不定期（都度広報活動を行います） 

    ①体験活動を通しての「職業ふれあい塾」 

  ②就労体験のない若者を対象にしたジョブトレーニング「就労体験事業」 

   ③親を対象とした「現在の職業観を理解する」セミナーと相談窓口の開催 など 

   

◆問い合わせ先◆ 

特定非営利活動法人 こうべユースネット事務局（ＴＥＬ：２３２－１５０９） 

こうべ若者サポートステーションとは・・・ 

ひきこもりやニートなどの課題を抱える青少年や保護者を対象に、キャリア形成を支援する「キャリア

カウンセリング」、及び「心理カウンセリング」を実施し、各人の状況に応じた個別的な支援を継続的に

実施します。 



 
③

神戸市青少年会館 ユースサポートコーナーにて 

キャリアカウンセリングを実施中！！ 
 
（と  き）毎週火曜日 １３：００～１９：００（相談開始時刻／13:00、14:00、16:00、17:00）※要予約 
（場  所）神戸市青少年会館５階（神戸市中央区雲井通５丁目１番２号 〒651-0096） 

（対 象 者）市内に在住、在勤、または大学、短大、高専や専修学校に在学の方。おおむね３５歳未満で就職を希望されている方。 

（申込方法）青少年会館へ来館もしくは電話にて相談日時を予約。（電話０７８－２３２－４４５５） 

 

                        
 

                   
 

 
  

 

 
↑キャリアマネージャーの田中さんです。 

この方がカウンセリングにあたります。 

 

                                                                    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・どうすれば希望の仕事に就けるのか、知りたい！

・自分にあった仕事（職種）を見つける方法は？ 

・応募書類をもっとうまく書きたい。 

・職務経歴書、添え状の効果的な作成について．．．

 
こんな悩みをお持ちの方へ 

神戸市青少年会館では、兵庫県の「若者しごと倶楽部」と連

携してキャリアカウンセリングを実施しています。お気軽に

ご相談ください。 
 

◆自然体験活動 

リーダートレーニング
（と き）平成１８年６月３日（土）～４日（日）

（場 所）神戸市立若者の家 

一般参加者が少ないなか沢山の会館リーダーが参加し

楽しいトレーニングになりました。 

今回のトレーニングでは、会館リーダーの指導性が発揮

され、スムーズなグループワークと協調性が養われまし

た。一般参加者が少ないことは今後の課題となりますが、

若い世代に自然体験活動の良さをこれからも広くアピー

ルして行きたいと思います。 

 

◆青少年ボランティア養成講座 
（と き）平成１８年６月１０日（土）、１７日（土）、

                   ２４日（土）

（場 所）神戸市青少年会館 

延べで２０名を越える参加者があり、充実した講座が展開

できました。講師に来ていただいた浅見氏の所属する団体の

ボランティアも参加し、一般参加者との相互交流が取られ、

お互いよい緊張感ももと、各個人の考えや自分を見直すよい

機会になったと思います。このような講座は、一度だけの参

加でなく、何度 

も参加し、繰り 

返し勉強するこ 

とで身につくの 

ではないかと思 

います。その中 

であたらしい友 

達や出会い、発 

見を探してほし 

いと思います。 
 
 



 
④

青少年会館リーダー・相談員が会館登録団体との交流と会館のPRを目的として

実施しました。今回は雲井公園でステージを行うという新たな試みもあり、参

加団体が、紙芝居・フォークダンス・劇・大道芸などでステージを盛り上げて

くれました。また、フリーマーケットだけでなく、会館リーダーによるゲーム

コーナーや駄菓子屋なども出店し、子ども達の人気を集めていました。

次回は９月３日（日）に会館まつりを実施しますので、是非お越しください！

メムリンゲン・オーバーエルスバッハ吹奏楽団の 

受入れを支援しました！ 
 

               (と き)平成１８年４月７日（金）～２４日（月）に吹奏楽団ブラスポルテーニョが受入 

                           その内４月１０日（月）をこうべユースネットが担当 

（場 所）神戸市内（神戸市役所 等） 
 

会員団体である吹奏楽団ブラス・ポルテーニョが過去から交流のあるドイツの 
メムリンゲン＆オーバーエルスバッハ両吹奏楽団の演奏旅行受入プログラムの 
支援として、４月１０日（月）のプログラムを担当しました。 
午前中は、神戸市公務艇「おおわだ」に乗船し神戸港の風景を楽しみ、午後か 
らは、来神記念演奏会として市役所１号館１階ロビーで堂々とした演奏を披露 
し、多くの市民にドイツ音楽を楽しんでいただきました。その後、矢田神戸市 
長を表敬訪問し、今後の文化交流発展に寄与することを熱いメッセージとして 
伝えて下さいました。 

                                                              

 

◆神戸市青少年会館フリマ＆ステージ～楽市雲井～ 
                             

                             （と き）平成１８年６月１８日（日） 

                                  （場 所）雲井公園（神戸市青少年会館北側広場） 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 

◆こどもエコキャンプ 
 

(と き)平成１８年７月２２日（土）～２３日（日） 

（場 所）神戸市立若者の家 
 
定員２０名のところ７７名の応募があり参加者を３０名に増やし 

ました。毎年応募が多いのは、手ごろな参加費と小学４年生で環境 
教育があるのが理由でしょうか？ 
プログラムは、ゴミを少なくするための実践としてカレーづくり 

や、節水の実践としてため水での食器洗い、電気のない生活の体験 
としてエコろうそくを灯して夜の暗さを体験しました。毎年プログ 
ラムに入れているのですが、今年も天候に恵まれずソーラークッキングができませんでした。キャンプを通じて、「自分のことは

自分でする」「地球にやさしい人になろう」ということが実践できたのではないでしょうか。今年も中学生・高校生のクリエイト

クラブのみなさんに協力していただき、子どもと接する中で、自分たちにとってもよい経験になったことでしょう。 
来年は洞川教育キャンプ場での実施になると思いますが、よりパワーアップしたエコキャンプになるよう工夫していきたいと

思います。 

会館リーダー事業



 

 
⑤

今年も定員４０名をはるかに超える４２組１００名の申し込みがあり、当日は

キャンセルもあり、１５組３１名となりました。 

当日は天候にも恵まれ、午前１時間、午後１時間の乗船とお昼休みに海で利

用するロープワークを講習しました。参加者から、とても楽しく１日を過ごさ

せていただいたとの声を頂戴でき、やりがいのある事業の一つです。また今回

は海上での写真撮影を行い参加者にプレゼントをしました。ただ参加者同士の

交流がなかなか取れないのと、お昼休憩をとるのに日陰の場所がないので、今

後は改善していきたいと思っています。 
 

毎年定員を超えるドラム教室は定員割れしましたが、ギター教室は好評で一昨年からはじめたギターレンタルが参加者も応

募しやすいようです。今年はドラム、ギターとも女性の参加が多く、真剣に取り組んでいる様子がとても印象的でした。

アンケートをとったところ、「１回の時間が短い」、「もっと回数を増やしてほしい」などの意見を頂いており今後の講座の課

題の一つです。またレンタル業者からエレキギターを自分で製作するキットがあると教えていただき、それを踏まえた事業も

展開していければいいなと思っています。 

また、中高生のチャレンジ講座の参加者にふりかえりをする場を設け、参加したメンバーで新しい仲間作りのきっかけやメ

ンバー同士で新しい事業の企画が発掘できればよいと思います。 

 

◆親子カヌー体験乗船 
                             

  （と き）平成１８年７月３０日（日） 

（場 所）兵庫県立海洋体育館 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

◆中高生のためのチャレンジ講座 

ドラム教室（初心者・初級） 

（と き）平成１８年７月２１日（金）～８月４日（金）のうち６回 

（場 所）神戸市青少年会館 音楽室 

ギター教室（フォークギター初心者・エレキギター初心者） 

（と き）平成１８年７月２１日（金）～８月２日（水）のうち６回 

（場 所）神戸市青少年会館 音楽室 

 
  
 
 
 
 

 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
◆ユープラお化け屋敷 
（と き）平成１８年８月３日（木） 

４日（金） 
（場 所）パティオホール 
※入場･･･小学生以下（保護者同伴可） 
制作･･･中高生 
 
夏の恒例事業となったユープラお化け屋敷が、今年も

大好評でした！ 当日は、小さな子どもの泣き声がフロ

アーに響き渡り、小学生は、何度も入って行く子もいま

した。子どもより怖がっていたお母さんもいました。

 暑い中、中高生とボランティアがお化けに扮装してが

んばり、２日間で１５９０人の来場がありました。通路

の壁、お墓や棺おけの製作など時間がかかって大変でし

たがこれだけ多くの子どもが喜んでくれたので、努力も

報われたのではないでしょうか。 
 

◆YCM SONIC ０９  

with AIDS Prevention 
（と き）平成１８年７月３０日（日）１３時～１８時

（場 所）ユースプラザＫＯＢＥ・WEST 

 
恒例のリハーサル室を使ってのフリーライヴも今回で

９回目。出演は１１バンドでした。この日は、出演者の

友人やご両親らも観に来られて、およそ２００名ほどの

入場者となりました。中高生による自主企画・自主運営

というスタイルで続けて来たYCMシリーズは、開始から

早５年。バンドにダンスにBMXなど、色々なイベントを

年に数回行っています。これは日頃から熱心に練習し、

そしてその発表の場を自分たちで作ろうという熱い思い

に支えられてのことはもちろん、何よりもそれを観に来

て支えてくださる方をはじめとした皆様のお陰でもあり

ます。 



 

 
⑥

（と き）平成１８年８月１８日（金）～２０日（日） 
（場 所）神戸市立 若者の家 
 

 毎年数多くの参加があり、今年はどんな参加者が来るのか楽しみです。

勿論毎年参加している子もいます。３泊４日で実施した年もありましたが、今

年は２泊３日で実施します。サバイバルといっても水と塩と米だけで生活する

のではないですが、去年は竹でお茶を沸かしチキンラーメンを作りました。（ち

ょっとハードだったかな？）その他にもいろいろな体験活動がありますので、

きっと子ども達の良い思い出になると思います。 

 
 

◆中高生のためのチャレンジ講座 サバイバル体験教室 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

◆神戸市青少年会館まつり 三宮東秋まつり２００６ 
 
（と き）平成１８年９月３日（日） 

（場 所）雲井公園（青少年会館北側広場） 

ＪＲ三宮駅前団体待合広場 

 

 ６月に引き続き、青少年会館リーダー・相談員が会館登録団体との交流と会館の 
PR、また三宮東地区を盛り上げる事を目的として「神戸市青少年会館まつり 三宮 
東秋まつり２００６」を実施します！！ 
今回は６月の好評だった雲井公園での登録団体によるパフォーマンスステージ＆ 

フリーマーケット、ＪＲ三宮駅前広場での展示＆はばタンステージ、豪華賞品（？） 
が当たるクイズラリーなどを行います。今回も参加団体が、紙芝居・劇・大道芸な 
どでステージを盛り上げてくれます。みなさん是非お越しください！  

※ただ今当日スタッフを大募集しておりますので、参加希望の方は事務局 

（232-1509）までご連絡下さい。よろしくお願いします！ 

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

◆YCM－DANCE ０９  

with ２４ｈ ＴＶ
（と き）８月２７日（日）１３：００～１７：００

（場 所）買物広場（須磨パティオ） 
 

Youth Culture Marketsシリーズとして行う、中高生に

よる自主企画・自主運営のダンスイベント第９弾！様々

なグループが日頃の練習の成果を発表します。 

合わせて今年で 3 回目となる２４時間テレビ（日本テレ

ビ系）の募金活動も行います。 

    

 

 

◆神戸 SHIOSAI N ゲージクラブ

鉄道模型運転会 
（と き）平成１８年９月１６日（土）～１８日（月）

（場 所）パティオホール 
（対 象）幼児・児童および地域一般 

 
ユースプラザ利用者である神戸 SHIOSAI N ゲージクラ

ブによる N ゲージ鉄道模型運転会を実施します。 
日頃の活動の発表の場を提供するとともに、小さな子ども

たちとのコミュニケーションから施設の今後の活性化を目的

とした PR を行います。 

会館リーダー事業



 

 
⑦

神戸市青少年会館は三ノ宮駅から東へ徒歩３分という、とても立地条件が

良い所にあります。青少年会館には、２０名程度の会議ができる「サーク

ル室」や、バンドや吹奏楽の音楽練習ができる「音楽室」、また８０名が収

容できる「レクリエーションホール」など様々な部屋があり、青少年のサ 
ークル活動（音楽、演劇、映像）や、青少年育成団体などが活発に活動し

ています。 
青少年団体もしくは青少年育成団体は、登録すれば（※登録条件有り）無

料で利用する事ができます！その他一般利用の方も有料でご利用いただけ

ますので、この便利な施設を是非ご活用下さい！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

６月からは月曜日も開館となり（第３月曜のみ休館）、 
ますます便利になりました！！ 

◆アクセス◆  
  JR 三ノ宮駅東出口下車で徒歩３分、神戸市中央区役所 

の隣にある９階建てのビル『勤労会館』のうちの５階と 

６階が青少年会館です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆電 話 番 号 ◆ （078）232-4455 

◆ホームページ◆ 詳細はこちらをご覧下さい。⇒http://www.kobe-youthnet.jp/youthhall/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

演劇・ダンスの練習や、講演会など幅広く使っていただけます。

＜会館リーダー・相談員＞ 
青少年会館では、『会館リーダー・相談員』というボランティアが活躍してい 
ます！主な活動は、夕方から夜にかけてのカウンターでの受付業務や、登録 
団体同士のつながりを深めたり、会館の PR ができるようなイベントの企画 
をしたりしています。 
利用者の立場にたって会館運営に参画することで、より良い施設を目指してい 
ます。 
 

【貸し出し備品一例】 

・CD、MD ラジカセ        ・ビデオプロジェクター      

・パソコンプロジェクター     ･ワイヤレスマイク  

・スクリーン            ・テレビデオ 

・ドラムセット（音楽室）     ・ピアノ（音楽室）    等 



 

 
⑧

若者の家お別れ会を開催します！ 
 

 この度、野外活動施設「若者の家」が平成１８年８月末に 

惜しまれつつ閉鎖することになりました。長い間ご利用あり 

がとうございました。 

 つきましては、ご利用いただいた方々と共にお別れ会を開 

催したいと思いますので、皆様是非ご参加下さい。参加希望 

の方は、事前に事務局（078-232-1509）までご連絡下さい。 

 懐かしい思い出を語りながら、おいしいバーベキューを楽 

しみましょう！！ 

 

（日 時）平成１８年８月２７日（日）１６時～１８時 

（場 所）神戸市立若者の家 研修棟周辺 

（参加費）ひとり２，０００円 （小学生以下無料） 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

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 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。

９月以降は、当法人が運営管理しております「洞川教育

キャンプ場」を是非ご活用下さい。 

 

問合わせ先：（078）232-1509（ＫＹＮ事務局） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ：http://www.kobe-youthnet.jp/dogawa/

 


