
 この度、こうべユースネットでは９月１０日（月）より、厚生労働省委託

事業として「こうべ若者自立塾」をスタートさせました。 
 こうべ若者自立塾は三ヶ月間の合宿形式による集団生活の中で、働くこと

の自信と意欲を身につけ、就職を目指す事業で、宿舎を神戸市灘区に構え、

プログラムは主に神戸の中心である三ノ宮で実施しています。現在、７名の

塾生が就労を目指して日々活動しています。 
 すでに卒塾した塾生が、本人の希望通り IT 企業の内定を受けたとの嬉し

い知らせも届いており、これからも一人でも多くの塾生が、就労に限らず将

来の進むべき道を見つけることが出来るよう、サポートしていきたいと考え

ています。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
実施プログラム 
＜研修・セミナー＞            
・「人と関わって生きることを考えてみよう！」（全３回） 
・ビジネスマナー研修（全２回） 
・就労支援セミナー（全６回） 
・パソコン講座などのスキルアップ研修 
＜体力づくり・その他＞ 
・グループや個別のキャリア・心理カウンセリング 
・スポーツジムでの体力づくり 
・スポーツ交流（ボウリング） 
・キャンプ場でのワーク体験やハイキング 
・青少年施設での就労体験 
 
その他、個々の目的に沿って講座やセミナー、職業訓練コースの受講を行っ

ています。 
 

 
 
 
 
 

 宿舎は、基本的には個室でベット、

机、ハンガーラックなどが用意されて

おり、トイレやお風呂・洗濯機などは

共同で利用します。 
  
食事は、共有スペースにある調理ス

ペースで塾生が当番制で調理し、塾

生・スタッフ全員でいただきます。

 
 

 
～特定非営利活動（NPO）法人こうべユースネットの情報（青少年対象事業の案内と報告 等）を掲載しています。～ 
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◆国際交流キャンプ      P2 

◆親子アウトドア入門講座  P3 

◆事業の実施報告①      P4 
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◆実施予定事業の案内    P7 
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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。 

発行人：南平 榮一 
発行：特定非営利活動法人 

こうべユースネット 
〒651-0096 
神戸市中央区雲井通 5-1-2 
神戸市青少年会館内 
TEL＆FAX：078-232-1509 
Mail：office@kobe-youthnet.jp
HP：http://kobe-youthnet.jp/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

青少年国際交流キャンプは、毎年9月に実施している、日本人小学校高学年生と同じ年齢層の外国人学校の児童が野外

活動を通じて交流を行う国際交流事業で、今年で 9回目の開催となります。 

    

今回は、4月～5月に計6回の企画委員会を実施し、その後実行委員会に移行して５月末から毎週火曜日を定例の実行委

員会開催日と決め準備を行ってきました。その間スタッフ同士の仲間づくりやチームワークを確実につくり上げて行くこ

とができたと強く感じます。 

    

参加者は、計 75名、スタッフは総勢 40名を超える人数となりました。 

   今年のテーマは、「One Piece～僕たち私たちは、世界のパズル！～」と掲げ、スタッフ全員このテーマを共有し、心に

持ち、楽しみながら子どもたちへの交流プログラムを提供しました。 

 

   オープニングは、仲間づくりを目的にレクリエーションゲームを実施し、しあわせの村の広い敷地を利用したオリエン

テーリング＆鬼ごっこ的な要素を含んだ、「迷探偵ジナン！」は、時間がたてば指令により動ける範囲が縮小され、各班

のチームワークと判断力が試されたプログラムになりました。夜のプログラムは、施設内でのキャンドルサービスを実施

し、歌って踊って参加者は大盛り上がりの有意義な時間となりました。 

         

２日目は、デイキャンプ場にて昼食づくり（焼きそばパン）を各班協力して実施し、おいしい昼食をつくることができ

ました。スタッフの事前準備がたいへんでしたが、スタッフのチームワークも最高！でしたので、手際よく進めることが

できました。調理説明の寸劇（エプロン人形劇！？）を見事に成功させたスタッフに感謝･感謝です。（かなりの時間をか

けて練習した成果だと感じます。）昼食後は、体を動かすゲームやスポーツを行い、２日間のふりかえりを各班実施し楽

しかった思い出を胸に、全体解散となりました。 

 

 

国際交流キャンプ 

One Piece ～僕たち私たちは、世界のパズル！～ 

と  き：平成 19年 9月 23日（日・祝）～24日（月） 

場  所：しあわせの村 

スタッフ：40名 

参 加 者：75名（日本人小学生 40名・外国人学校生 35名）

 

テーマ《One Piece～僕たち私たちは、世界のパズル！～》 

かけがえのないかけら、みんな違う色、違う形、1 つとして同じものはない 

大切な僕たち、私たち、そのまんまでもキレイだけど、みんなで力を 

合わせると、もっともっとステキなものになれちゃうんだ。さぁ！ 

みんなで一緒に忘れられない思い出をつくろう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 と  き：平成 19年 7月 21日（土）～22日（日） 

場  所：神戸市立洞川教育キャンプ場 

スタッフ：8名（内、講師 2名） 

参 加 者：神戸市在住の親子 8組 26名 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

親子アウトドア入門講座（１泊編） 

～自然の中で親子の“きずな”を深めました～ 

6 月に実施しました、日帰りの親子キャンプに続き、今回は初めて１泊での入門講座を開催しました。残念ながら、今

回は両日とも雨の中での講座となりました。 
 

【1 日目】 
初日は朝から霧雨の降る中、開会式、オリエンテーションを行い、その後ドームテントの説明をしている途中から、雨

が本格的に降りだし、全員雨具着用での作業となりました。テント設営後、昼食、その後食堂でサウンドペーパーのみで

竹とんぼを作成、１時間足らずで完成しましたが、雨のため飛ばすことはできませんでした。 
 夕食は野外で火を起こしての料理で、一斗缶を利用して鶏肉の燻製を行いました。薪の燃やし方や、野外炊具の利用方

法などを説明、また薪割りの仕方や刃物の利用上の諸注意、特に火の取り扱い時の安全については十分に注意して作業を

お願いしました。参加親子は初めての野外料理だったと思いますが、協力してスムーズに調理されていました。飯ごうで

のご飯も上手に炊いていたようで、おいしく出来上がりました。 
 天気などの影響で、プログラムの進行時間が大幅に遅れておりましたが、時間を短縮してキャンプファイヤーも実施し

ました。ファイヤー初体験の親子も多く、楽しんでもらえたようです。また、テントでの宿泊も思い出深い宿泊になった

と思います。 
 
【2 日目】 
朝食にはカートンドッグを作りました。「カートンドック」とは、ホットドックパンにハムなどの材料をはさんでアルミ

ホイルに包み、牛乳パックにいれて、それを燃やすだけでできる簡単な料理ですが、燃やし方によってはこげてしまった

りするので、すこしコツが必要です。 
 朝食後はテントの乾燥作業や撤収作業の方法を指導、その後は、昼食の食料獲得ゲームを実施し、その食材を使って野

外料理の定番であるカレーを各班で調理、子どもたちも楽しく料理を作っていました。 
 午後からは少しずつですが天候も良くなりテントの撤収作業を行いました。まだ乾いていないテントの撤収作業はべと

べとで大変だったようです。 
 最後に閉会式を行いましたが、全員無事に事故もなく笑顔で終了できました。参加親子も普段では味わえない体験がで

きよかったと聞いています。来年度も親子対象のアウトドア入門講座を開催予定ですので、ぜひご参加ください。



今年から１講座の回数を6回から半分の3回とし、時間も延長して1回 3時間に変更して

実施しました。去年の参加者アンケートなどで、６回も青少年会館に出向くのはつらいとの

意見もありましたので、ニーズに応えてこのような形にしました。 
今年はその影響か参加率もあがり、参加者全員熱心に講師の先生の指導のもと練習に励ん

でいました。どのコースとも募集内容と同じく初心者の方ばかりで、講座を通じて新しい興

味を発見してもらえたらと思いました。 

 前年まで利用した神戸市立若者の家の閉鎖に伴い、今年は神戸市立洞川教育キャン

プ場で開催しました。期間中は晴天で、火起こし、そうめん流し、ドラム缶風呂、竹

での食事づくり、テントの快適な生活をメインプログラムとして行いました。特にド

ラム缶風呂は人気があり半日で５回も入った子がいたようです。ただ裏方のスタッフ

の食事や備品、スタッフルーム等の場所の選定と確保、それに伴う準備が非常に大変

だったキャンプでした。来年はさらに本格的なサバイバルキャンプを実施したいと思

います。 
 

 チャレンジ講座の中で練習した曲を発表する場として、演奏会（活動発表会）を夏休み期間に開催しました。前年度の振り

返りの中で参加者から出た案を取り入れて実施しましたが、この講座の約半数の参加者があり、ニーズの深さを感じました。

次年度も開催し、参加者同士の交流や仲間作りの場を提供し新しい発見をしてほしいと思います。 
 

今回で６回目となるカヌー乗船体験、広報誌こうべに掲載することが出来なく、今

回は初めて応募が定員を割りました。今年は海洋体育館の指導員の方が親切丁寧な指

導で、今までにまして有難かったです。子どもたちは楽しそうに乗艇していましたが、

大人の方が少し怖がっていたようです。昼食は研修室をお借りし、涼しい昼食となり

ました。昼食後は海洋で利用するロープワークや日常で利用するロープ結びなどを行

い、親子で楽しいひと時となりました。 

 
 
 

■中高生のチャレンジ講座 ドラム・ギター教室（４講座） 
 

 
    
 
 

 
 

■活動発表会 
 

 
 
 
 

■中高生のチャレンジ講座 サバイバル体験教室  
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 

■親子でチャレンジ！「カヌー体験教室」 
日時 7月 29日(日)8:45～16:00 参加者 神戸市内在住・在学の 

小学生の親子 21名 

場所 兵庫県立海洋体育館 ｽﾀｯﾌ 7名 

 
     
 
 
 

日  時 

参加人数 

ﾄﾞﾗﾑ(初心者)：7月 23日(月)、26日(木)、8月1日(水)  9:30～12:45（5名） 

ﾄﾞﾗﾑ(初 級)：7月 25日(水)、30日(月)、8月3日(金)  9:30～12:45（3名） 

ﾌｫｰｸｷﾞﾀｰ：7月 23日(月)、27日(金)、8月 1日(水) 13:30～16:45（8名） 

ｴﾚｷｷﾞﾀｰ ：7月 25日(水)、30日(月)、8月 3日(金)  13:30～16:45 (9名) 

場所 神戸市青少年会館 音楽室 対象 神戸市在住・在学の中高生 

日時 8月 21日（火）9時～17時 参加者 今年度のチャレンジ講座（ﾄﾞﾗﾑ・ｷﾞﾀｰ） 

の参加者 12名 

場所 神戸市青少年会館 音楽室 ｽﾀｯﾌ 1名 

日時 8月 17日（金） 

～19日（日） 

参加者 神戸市内在住・在学の中高生  

9名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ 13名 

≪７月～９月初旬に開催事業の報告≫ 



■この指とまれ！森の宝物を探そうキャンプ 
日時 ①長期ｷｬﾝﾌﾟ：8月 21日(火)～31日(金) 

②高学年ｷｬﾝﾌ：゚8月21日(火)～24日(金) 

③低学年ｷｬﾝﾌﾟ：8月 25日(土)～26日(日) 

参加者 神戸市内在住・在学 

①10名  ②29名  ③35名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ ジュニアリーダー 計 25名 

今回のキャンプでは、前半で高学年と長期が同時進行し、中盤に低学年と長期が同時進行し、丁度長期組のメンバーが、低

学年の参加者の面倒を見る形になりました。そして８月の最終週は長期組のみが残り、夏休みの最後を洞川教育キャンプ場で

過ごしました。子ども達と直接接して指導してもらう神戸市ジュニアリーダーも沢山関わってくれ、彼らは今後も子ども達の

キャンプに指導者として参加する青年達ですから、今回のキャンプは導入の場として非常に良い経験になったと思います。 

今回は、この企画専用のブログを立ち上げ、携帯から毎日の活動を更新し、保護者の皆さんが見ることができるようにしま

した。結構お母さん方から感想などもあり、成功だったと思います。このような即時性のある報告の仕方も今後活用したいと

思います。 

 

■こどもエコキャンプ 
日時 低学年：7月 28日(土)～29日(日) 

高学年：7月 27日(金)～29日(日) 

参加者 神戸市内在住・在学 

低学年：17名 

高学年：25名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ 13名 

このキャンプならではの、エコ勉強会では「エコかるた」を使って、日常生活でで

きるエコロジーについて楽しく学びました。また廃油を使ったエコろうそく作りやラ

ンタン作りをして、夜の肝試しで使ってみました。 
２日目の目玉プログラムは「魚つかみ」で、元気良く泳ぐ虹鱒を捕まえるのにみんな一生懸命でした。３日目は、班で協力

してカレーライス作りをしました。低学年も高学年も上手に作ることができましたが、カレーの水の量が多かったため残飯と

なってしまったことが残念でした。スタッフとして参加してくれたクリエイトクラブ（中高生）のメンバーも、参加者の元気

に振り回されながらも、よく班をまとめてくれたと思います。これからも「エコロジー」について考えるきっかけになるよう

に事業を継続していきたいと思います。 
 

■親と子の野外遊び 
 
 

  

 
 
■ファミリーキャンプ 

 
 

  
 
 

日時 8月 25日（土） 

14:00～21:00 

参加者 神戸市内在住・在学の 

5歳以上の子どもとその親 44名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ 9名 

日時 10月 7日（土）～8日(月・祝) 参加者 神戸市内在住の家族  5家族 14名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ 4名 

親子の夏休みの楽しい思い出になるよう、洞川教育キャンプ場で「親と子の野外遊び」を開催しました。プログラムは、自

然物を使ったクラフト（木片や枝や木の葉などを使って動物を作ろう）、魚つかみ、飯ごうすいさん、キャンプファイヤーで

した。クラフトでは、のこぎりを持ってお父さんが大活躍で、親子で何を作ろうかと話し合いながら、キャンプ場にある木の

枝や葉っぱを使って工夫して動物を作っていました。短い時間でしたが、盛りだくさんのプログラムをみんなで協力して時間

一杯まで楽しむことができました。 

昨年に引続きファミリーキャンプを実施しました。さんまやじゃがいもなど旬の食材を使ったバーベキューでみんなでワイ

ワイと昼食をとりました。その後、ダッチオーブンにサムゲタンを仕込んで煮ている間に、大人は竹で箸作り、子どもは割り

箸鉄砲を作りました。大人が黙々と竹を削っているのとは対照的に、子ども達は割り箸鉄砲でたのしそうに遊んでいました。

キャンプファイヤーでは子どもたちのノリノリの雰囲気に、大人たちも乗せられていました。２日目のメインプログラムはネ

イチャーゲームでした。雨の中でしたがそれはそれで自然観察にはよかったと思います。おまけプログラムで、どんぐりをつ

かったおもちゃ作りも指導いただきました。参加者が少人数だったので、本当にアットホームなファミリーキャンプになりま

した。 
 



■神戸市青少年会館まつり 「明青祭２００７」 
日時 9月 2（日）11:00～15:00 参加者 出演者・出店者：170名 

来場者：270名 

場所 三宮駅観光ﾊﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ、神戸

市青少年会館、JR 三ノ宮駅

前広場、ｻﾝﾊﾟﾙ、ｻﾝｼﾃｨｰ 

ｽﾀｯﾌ 企画スタッフ：20名(ﾘｰﾀﾞｰ含む) 

当日スタッフ：18名 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

■鉄道模型運転会 

ユープラを利用する神戸SHIOSAI NゲージクラブによるNゲージ鉄道模型運

転会。設営から撤去まで全てメンバーで行いました。初日は台風の影響のため入場

者は少なめでしたが、2 日目からは地域の小さな子供や保護者が多数入場され、3
日間での入場者数は延べ 382 名でした。 
 

■Ｙｏｕｔｈ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｍａｒｋｅｔｓ ０７ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

■ユープラお化け屋敷 
 
 
中学生・高校生がお化け屋敷を製作し、

小学生以下を対象に無料開放しました。 
今年で 4 回目になりますが、初めて 8 月後半に開催しました。今年は 2 日間で延べ 
1804 名の児童・幼児とその保護者が来場されました。 

日時 8月 3日（金）、4日(土)、5日(日) 

11:00～17:00 

来場者 来られた方は 

どなたでも入場無料 

場所 パティオホール 

日時 8月 19日（日） 

12:00～17:30 

参加者 出演者：ダンス：中学生・高校生／BMX：特に制限なし 

募金：中高生・大学生・青少年育成ボランティア   

観客：地域一般 

場所 須磨パティオ 買物広場 

日時 8月 23日(木)、24日(金) 

①11:00～12:30 

②13:30～15:30 

参加者 制作：中高生 

入場：小学生以下(保護者可) 

場所 パティオホール 

今年４月より会館リーダーで実行委員会を立ち上げ、そこへ登録団体や一般青年ス

タッフも加わり、「若者による若者のまつり」というテーマの元、青少年会館のある

三宮東地域に青少年を集めて盛り上がろう！という思いで企画を検討しました。

今回も、吹奏楽やオカリナ・バンド演奏、南京たますだれ等のパフォーマンスステー

ジやフリーマーケット、屋台、スタンプラリーなど様々なプログラムを展開し、多く

の方に関わってもらえたと思っています。 
実行委員会では、いつもと一味ちがう祭りになったのではないかと思います。

 

Youth Culture Markets シリーズから高校生を中心としたダンス 3 ユニットと BMX（競

技自転車）のショーを行い、出演者も設営から撤去まで参加しました。また、今年4回目になる

日本テレビ系列「24 時間テレビ」の募金活動を中学生・高校生・大学生、ユースプラザ青少年

育成ボランティアが協力して行いました。今年は去年より多い197,649円の募金をいただき、地

域の皆様の善意を 24 時間テレビへ送金しました。 
 



 この企画は、子ども達に料理を好きにもらいたい！という気持ちで、大学生～社会人のボラン

ティアスタッフが企画運営しており、今回は、クリスマスケーキとライスバーガーを作ります。

料理に興味がある子ども達は是非参加して下さい。 

エレキギターを作成します。作り方は簡単、みんなでエレキギターの構造を知ろう！作成後

プロによるギターのミニ講座を開催します。参加者だけでなく、手伝ってくれるボランティア

スタッフも募集中です。 
 

今年初めてのプログラムで、クリスマスケーキ作り・キャンドルサービス・もちつきなど

をする予定です。今年のクリスマスみんなでキャンプしよう！！ 

■ハッピーキャンプ２００７ 
～学校に泊まろう！ ＩＮ 南落合小学校～ （青少協連携事業） 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■作って食べてみよう！ 
「クリスマスケーキとライスバーガー作り」（11/25 必着・抽選） 

 

 
    
 
 

■エレキギターを作ろう！（12/16 必着・抽選）  
日時 12月 26日（水） 

10:00～16:00 

参加者 神戸市内在住・在学・在勤の 

小学 5年生～30歳までの青少年10名 

場所 神戸市青少年会館 参加費 1人 6,000円 

 
     
 

 

 

■クリスマスキャンプ（12/10 必着・抽選）  
日時 12月 25日（火） 

～26日(水) 

参加者 神戸市内在住・在学・在勤の 

小学 3～6年生 20名 

場所 洞川キャンプ場 参加費 1人 4,500円 

 
     
 

 

※申し込み方法などは事業によって異なりますので、一度事務局(078-232-1509)までお問い合わせ下さい。 

日時 8月 4日(土)～ 

5日(日) 

参加者 神戸市内在住の 

小学校 4年生～6年生 50名 

場所 南落合小学校 ｽﾀｯﾌ 10名 

日時 12月 2日（日） 

10:00～14:00 

参加者 神戸市内在住・在学の 

小学 1年生～6年生 20名 

場所 神戸市生涯学習支援センター 

コミスタこうべ 調理室 

参加費 1人 800円 

≪１１月下旬～１２月開催の事業案内≫  

このキャンプは、須磨区青少年育成協議会南落合支部主催で行い、プログラムの企画・運営をこうべユースネットが行

いました。小学校の施設を有効に活用し、グラウンドにテントを張って宿泊する地域に根付いた企画・運営を行い、プロ

グラム内容は、テントの設営・撤収作業・食材獲得ゲーム・夕食（カレーづくり）・キャンプファイヤー・きもだめし・

室内オリンピック（レクゲーム）などを行いました。 



 

 

 

 

 

 

≪ユースプラザ KOBE･WEST にて開催の事業案内≫ 

楽しいイベントが盛りだくさん！！是非ご来場下さい。 
   

■ユープラまつり ・ Ｕ-１
ゆうわん

グランプリ  

 

 

Ｕ-１
ゆうわん

グランプリ出場者大募集！ 
   

 
 

 

 

------------------------------このイベントについてのお問合せ先------------------------------ 

 

 ユースプラザＫＯＢＥ・WEST  

〒654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-7 須磨パティオ健康館3F 

TEL&FAX 078-794-6868    E-mail: you-pla@kobe-youthnet.jp 

（神戸市営地下鉄山手線「名谷駅」下車徒歩すぐ） 

 

日時 12月 23日（日）13:00～16:00 

場所 パティオホール 対象 制限無し 

入場無料 

 １年間のなかで一番大きな催しです。今年は初めての企画として、Ｕ－１グランプリ（学生による漫才・歌など

のコンテスト）を行います。また、チアリーディングやダンス、ゲームを行いますし、まだまだ出演していただく

予定です。中高生スタッフと青少年育成ボランティアが協力して、来場された方に楽しんでいただけるような企画

を練っています。 

 上記の日程で開催される、Ｕ－１グランプリの出場者を大募集しています。 
【募集要項】 
☆日時・場所：上記の通り 
☆内   容：漫才、歌、ダンス、舞踊などのパフォーマンス 
☆参 加資 格：22 歳以下（個人またはグループ） 
☆募 集 数：10 組（1 組 3 分以内、応募多数の場合抽選） 
☆締   切：2007 年 11 月 23 日(金・祝)必着 
☆応 募方 法：氏名、学校(職業)、年齢、住所、電話、出場人数、演目内容、を記入の上、下記問い合わせ先ま

で、FAX・来館にてお申し込み下さい。 
 

♪♪優勝者には賞品を、参加者には参加賞があります。♪♪ 


