
豊かな緑が映える六甲の山並み、遠くビルのはざまに光る海、初夏の日差

しの中を行き来する人々のカラフルなファッション、この季節はとても神戸

によく似合うといつも思います。その自然に恵まれた地で、過ごせる幸せを

感じる日々でもあります。 

 

さて、早くもひと月を過ごしましたが、去る５月２６日の貴重な土曜日の

午後に、正会員の皆様、そしてご来賓の神戸市青少年課鹿野課長様にご出席

いただき、ＮＰＯ法人こうべユースネットの平成１９年度総会が開かれまし

た。当日は、一つ一つの議案を熱心にご検討くださり、今後のこうべユース

ネットの発展に向けてのアドバイスを頂き、新年度へとスタートいたしまし

た。皆様のご協力に対し、心より感謝申し上げます。 

今年度は、７名の新役員が選任されました。総会で説明しました「こうべ

ユースネット中期計画」の重点目標にそった活動を展開していくために、今

するべきことを適切に実行できる組織運営に、ご尽力いただける方々である

と期待いたします。 

 

設立から５年を経過し、昨年度からは青少年会館の指定管理者として、さ

らに利用者へのサービス向上を目指し、職員一同気持ちを新たに取り組んで

います。また、若者の自立支援や就労支援を目的に昨年８月に始まった「こ

うべ若者サポートステーション」とあわせて、この活動をさらに充実させる

「若者自立塾」の開設に向け準備を進めている状況にあります。青少年育成

に関する社会的ニーズに応えることにより、市民に貢献できるＮＰＯ法人を

目指し努力いたします。どうぞ会員はじめ、多くの皆様のご理解ご支援を頂

けますようお願いいたします。 

 

最後になりますが、新しく野外活動の拠点となる洞川教育キャンプ場では

ジュニアリーダーの皆さんと協力して、子どもたちが豊かな自然の中で楽し

みながら仲間作りや環境を学ぶ場所として、より利用しやすい施設となるよ

う作業を進めています。会員の皆様にも、緑のなかで安らぐひとときを体験

していただける機会を考えていますので、実施の折にはぜひ多数ご参加下さ

るようお待ちしています。 

 

山口 淑美

 

 
～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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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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と  き：平成 19年 5月 4日（金）～5日（土） 

場  所：近畿縦断《日本海（宮津）～瀬戸内海（明石海峡）》141km 

スタッフ：23名（内、自転車同好会 13名） 

参 加 者：神戸市在住又は在学の中学生・高校生 14名 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中高生のためのチャレンジ講座 

「自転車ツアー近畿縦断 日本海～瀬戸内海」 

【今年は近畿縦断！！】 
今年で 5 回目となる自転車ツアーは瀬戸内海と日本海の両方を見てもらおうと企画しました。 

企画した当初は兵庫県内でと考えていましたが、距離があり 1泊 2日では時間や体力的には無理が生じるため、京都府の

宮津を出発地として明石海峡大橋までの約 150ｋｍのコースを設定しました。 
コース的には見所があり、できれば自転車で走りやすい平坦な交通量の少ない道を検索して神戸市民自転車同好会の協力

を得ながら、楽しいコース作りを考えました。 
 
【１日目】 
 初日はバスで宮津まで行きそこから出発して由良川の右岸を走り、福知山市内に入りました。平坦な走りやすいコース

で、のどかな風景を楽しみながら走ることができました。福知山市内では福知山城で休憩したあと、国道175号線を南下、

市島町にあるエルムいちじまで宿泊しました。夕食は参加者とスタッフでバーベキューをしました。バーベキューは大変

好評で、参加者同士の友達の輪が広まったようです。その日は夕食後早々に入浴、就寝しました。 
 
【２日目】 
次の日は全員食堂で朝食をとり、元気に出発しました。途中、道の駅の「おばあちゃんの里」では忘れもの市が催され

ており、参加者の興味を誘っていました。この日の昼食は、西脇市にある「日本のへそ公園」での豪華な弁当を食べまし

た。また参加者の親御さんから、こどもの日ということで、差し入れをいただきました。昼食後は、神戸市民自転車同好

会のメンバーだけが知るコースを走行し明石を目指しました。 
予定より 1時間ほど早く到着し、参加者 14名、神戸市民自転車同好会 12名、スタッフ 2名全員が大きな事故等もなく元

気に完走いたしました。 
 
来年度も新たなコースを選定して実施したいと思いますので、ぜひご参加ください。 
 



 

◆３つの重点目標◆ 

① 青少年とその育成に関わる全ての世代の居場所づくりを推進していきます。 

現在運営している施設は、青少年育成に関わるすべての世代の居場所となるように展開していきます。また、地域と

の連携により新たな居場所となるスペースを発掘し、その運営に積極的に取り組みます。 
 
  ② 若年層の自立支援や就労支援を推進していきます。 

人や社会との関わりがうまくいかない若者の社会的自立と再チャレンジを支援します。 
 

③ 変化していく社会のニーズを捉えた青少年の健全育成を推進していきます。 

（１）野外活動を通じて「生きる力」を育てる事業を充実していきます。 

野外活動を通じて「生きる力」を育てる事業として必要な異年齢交流や他世代協働を取り入れ、生きていく上

で大切な人と人とのつながりを考えるプログラムを推進します。 
 
    （２）「青少年の夢工房（青少年の個性豊かな夢の実現を図る活動）」を推進していきます。 

青少年が、仲間と協働し社会に参画することで自主性・社会性を育てる事業とさまざまな夢をかなえるプログ

ラムの企画・運営に取り組む事業を推進します。 
 

（３）青少年育成にかかわるボランティアの発掘と育成をしていきます。 
ボランティアの発掘と育成を通じて、ボランティア同士の仲間づくりと感動を共有できる活動の場を形成して

いきます。 
 
 

 

役 職 氏 名 性別 区分 紹 介 

理事長 山口 淑美 女 継続 平成１５年から理事長 ガールスカウト兵庫県第１１団の育成者 

副理事長 下前 康夫 男 継続 財団法人ＯＡＡ（野外活動協会）事務局次長 

副理事長 武貞 健治 男 新任 ボーイスカウト兵庫連盟 副連盟長 

理 事 井上  優 男 継続 財務担当理事として、法人設立時から会計実務を担当 

理 事 金銅 良江 女 新任 ガールスカウト神戸地区協議会 会長 

理 事 高橋 貞美 男 新任 前 ボーイスカウト兵庫連盟副コミッショナー 

理 事 田林 和夫 男 新任 ボーイスカウト神戸地区 地区委員長 

理 事 野一色 隆博 男 継続 青少年会館相談員 

理 事 松井 勝也 男 新任 神戸オレンジの会（ひきこもりの支援団体）理事長 

理 事 村田 朝子 女 新任 元青少年の電話相談員。元チャイルドライン神戸推進委員会事務局長 

理 事 安田 恵子 女 継続 ユースプラザＫＯＢＥ・WEST 青少年育成ボランティア 

理 事 吉永 正直 男 新任 神戸市立神の谷児童館 館長 

専務理事 南平 榮一 男 継続 神戸市青少年会館館長・ユースプラザ KOBE・WEST 運営委員長  

監 事 伊木 紀世子 女 継続 ボーイスカウト神戸中地区総務委員長 

監 事 清水 勲夫 男 継続 財団法人ＯＡＡ（野外活動協会）専務理事・事務局長 

ＮＰＯ法人こうべユースネット 中期計画（第１期３ヶ年計画 2007～2009 年度）

平成１９・２０年度（第４期）役員の紹介 



 

 

 

 

 

様々な要因により、働く自信をなくした若者に対して、合宿形式による集団生活の中での労働体験等を通じて、働くことについ 

ての自信と意欲を付与することにより、就労等へと導くことを目的としています。  

財団法人社会経済生産性本部が「若者自立塾」実施者を認定しており、平成 19 年度は、こうべユースネットを含む30 団体が実 

施することとなりました。参加者の方は、原則 3 ヶ月間以内の合宿形式で 20 名程度の集団活動を行います。期間中は、資格取得

のための学習や労働体験、ボランティア活動等を実施します。 

 

特 色 

こうべユースネットが運営する「若者自立塾」の特色は、商店街に立地する都市型自立塾の特徴を生かした「社会適応訓

練」と「近隣商店街との交流」を日常生活の中で体験できる環境にあります。また、こうべ若者サポートステーション、若

者しごと倶楽部（ジョブカフェひょうご）サテライト阪神を委託されて運営しており、卒塾後のフォローアップ体制も整っ

ています。 

 

 実施日 

【第１クール】平成 19年 9月 1日～11月 30日（予定） 

【第２クール】平成 19年 12月 15日～平成 20年 3月 15日（予定） 

【第３クール】平成 20年 4月 1日～6月 30日（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施場所 

〒657-0831 神戸市灘区水道筋 3丁目 21番 3号 甲南アセット水道筋ビル 3.4.5 階 

宿舎は商店街に面して立地する建物の３・４・５階を利用し、一人部屋が４室。二人部屋が６室の１０室で定員は１６名。 

 

問合せ先 

  ＜電話＞ 078-232-1530  ＜FAX＞ 078-242-2161  ＜E-mail＞ jiritsu-juku@kobe-youthnet.jp 

 

厚生労働省委託実施事業「こうべ若者自立塾」を開設します 

～一歩を踏み出すきっかけに ３ヶ月の合宿で高める就労意欲～ 

「若者自立塾」ってなに？？ 

■１ヶ月目■ 

野外活動やボランティア活動

を通して自分自身を発見し、

自身の存在に自信をもてるよ

うなカリキュラムを構成し、

様々な活動を通して自分が興

味を覚える活動を探す機会を

持つ。 

また、洞川キャンプ場でのキ

ャンプ体験を通しての仲間作

りをし、その他にも体力作り、

コミュニケーション能力の向

上、基本マナー研修、資格取

得講座・パソコン講座、異文

化講座などを行う。 

■２ヶ月目■ 

地域の人たちとの交流やボラ

ンティア活動を通して社会と

接する機会をもつカリキュラ

ムを構成する。 

各種ワーク活動への参加、当

NPO の事業へスタッフとして

の参加などを通して、多くの

人と良い関係を構築する体験

をする。 

また、少しずつ就労体験を取

り入れる期間とする。 

夜間に「だべり場」を実施し、

いろいろな人の体験談・経験

談を聞く機会をもつ。 

■３ヶ月目■ 

就業体験を中心としたカリキ

ュラムを構成する。支援ネッ

トワークの中の協力会社や

NPO 等へインターンシップと

して就労体験を実施。 

野外活動を中心とした当 NPO

のスタッフとしてボランティ

ア活動に参加し、人間関係や

社会との関わり方を実際に体

験する。 

また、地域の街おこしに挑戦

したり、スポーツジムでの体

力作り、六甲全縦・約54Kmの

完歩を目指すなどする。 



北区にある洞川キャンプ場にて、テント設営、宿泊・野外料理・野外工作・キャンプファイヤー等を通じて親子の絆を深め

たいと思います。野外活動経験が無い方も大歓迎です。 

毎年大好評の「カヌー体験教室」です。今年もカヤックの初心者指導及び乗船とロープ講習を行います。子どもはもちろん、

大人も楽しめる内容です。 

中高生の個性を伸ばす場として、今年もドラム＆ギター教室を行います。ドラム教室初心者コースではドラム各部の名称か

ら学び、初級コースでは簡単なリズムパターンやフィルイン等を学びます。フォークギター・エレキギター教室はどちらも初

心者コースで、講師の先生が初めてギターを始める人にもわかりやすく教えてくれます。是非参加してみて下さい。

 

 今年も、自分達で火おこしをして、その火を使って野外料理を作ります。また、自然の廃材で工作や遊び道具を作るなど、

楽しいプログラムが満載です。毎年多くの参加があり、今年もたくさんの中高生との出会いを楽しみにしています。

キャンプを通して、ゴミを出さない調理方法やゴミ分別の仕方、水を大切に使う方法、自然の力を再確認することができる

プログラムを考えています。「もったいない」の心を育むことができるように、参加するこどもたちと一緒に考えようと思って

います。 

 

 
 
 

７月１日（日）より受付開始！！ 
 

■親子アウトドア入門講座（１泊編）（7/10 必着・抽選） 
 

 
    
 

■親子でチャレンジ！「カヌー体験教室」（7/16必着・抽選） 
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 3年生～中学生の親子 20組 40名 

場所 兵庫県立海洋体育館 参加費 親子1組1500円（子ども追加500円、親追加1000円） 

 
     
 

■ 中高生のチャレンジ講座 ドラム・ギター教室（４講座）（7/13 必着） 

 

 
    
 
 

■中高生のチャレンジ講座 サバイバル体験教室 （7/31 必着・抽選） 
 
 
 

 
 

■子どもエコキャンプ A コース・B コース （7/9 必着・抽選） 
日時 Aコース：7月28日(土)～29日(日) 

Bコース：7月27日(金)～29日(日) 

対 象 神戸市内在住・在学 

Aコース：小学 1年生～2年生 15名 

Bコース：小学 3年生～6年生 25名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 

 

参加費 Aコース：1人 2500 円 

Bコース：1人 4500 円 

 
     

日時 7月21日（土）～22日（日） 参加者 神戸市内在住・在学の小学生の親子 10組 20名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 参加費 親子1組3000円（子ども追加1000円、親追加2000円） 

日時 ドラム(初心者)：7月 23日(月)、26日(木)、8月 1日(水)  9:30～12:45 

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

フォークギター：7月 23日(月)、27日(金)、8月 1日(水) 13:30～16:45 

エレキギター ：7月 25日(水)、30日(月)、8月 3日(金)  13:30～16:45 

場所 神戸市青少年会館 音楽室 参加費 1講座 1人 2500 円 

対象 神戸市在住・在学の中高生 

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 20名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 参加費 1人 3000 円 

≪６月下旬～８月開催の事業案内≫ 
 



魚つかみ・野外料理・木工細工・ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰなどのプログラムをします。親子で夏休みの楽しい思い出を作ってみませんか。

 

 在神の外国人学校の児童と市内小学生が 1泊 2日のキャンプを通じて身近に国際交流のできるプログラムの、企画運営ス

タッフを募集しています。思い出と事業に参加した仲間を人生の宝物に・・今しか出来ない事にチャレンジしませんか？

 今年は、「若者による若者のまつり」というテーマで、集まってくれた皆さんと共にプログラムを考えていきたいと思って

います。「熱意のある若者を応援したい。」とう若者を盛り上げてくれる方も大募集です！！ 

 今年で３年目の恒例の「指止ま」キャンプ。今年は 10 泊 11日の長期キャンプを取り入れてみました。途中で学校に行った

り、他の用事をすませることも有りの長期キャンプなので、挑戦してみよう！  
 

８月１日（水）より受付開始！！ 
 

■親と子の野外遊び （8/10 必着・抽選） 
 

 
 

■この指とまれ！森の宝物を探そうキャンプ（8/6 必着・抽選） 
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) 

対 象 神戸市内在住・在学 

①小学 4年生～中学 3年生 20名 

②小学 3年生～小学 6年生 20名 

③小学 1年生～小学 3年生 20名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 

 

参加費 ①1人 8,500 円 

②1人 3,500 円 

③1人 1,500 円 

 
     

 
ボランティアスタッフ募集中！！ 

■国際交流キャンプ  
日時 ①本   番：9月23日(日)～24日(月・祝) 

②事前研修：8月 19日（日） 

③ﾘﾊｰｻﾙｷｬﾝﾌﾟ：9月 1日(土)～2日(日) 

④実行委員会：毎週火曜 19時～ 

対 象 神戸市内在住・在学の高校生以上で 

①～④に参加可能な方 

場所 ①③：しあわせの村 

②④：青少年会館 

費 用 ①～④でかかる費用はありません。 

ただし、交通費は自己負担です  

 
 

■おまつり企画・広報スタッフ 
日時 ①本   番：9月 2日(日) 

②ｽﾀｯﾌ説明会：7月 8日(日)13:00～ 

③実行委員会：月に 3回程度 

対 象 神戸市内在住・在学の高校生以上で 

③に参加できる方 

（本番のみ参加のスタッフも同時募集します！） 

場所 実行委員会：神戸市青少年会館 費 用 ①～③でかかる費用はありません。 

ただし、交通費は自己負担です  

 
 

 

※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 25日（土） 参加者 神戸市内在住・在学の 

5歳以上の子どもとその親 30名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 

集合・解散は現地 

参加費 子ども１人につき 1000 円 

大人１人につき 1500 円  



 

 

 

 

 

≪ユースプラザ KOBE･WEST にて６月下旬～８月開催の事業案内≫ 

楽しいイベントが盛りだくさん！！是非ご来場下さい。 
   
 

■鉄道模型運転会  
 

 

■Youth Culture Markets 07 with 24ｈTV  
 

 

■ユープラお化け屋敷  
 

 

------------------------------このページ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 8月 3日（金）～5日（日）11:00～17:00 

場所 パティオホール 対象 制限無し 

入場無料 

日時 8月 19日（日）12:00～17:30 予定 

場所 須磨パティオ 

買い物広場 

対象 出演：ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾀﾞﾝｽ→中高生、BMX→制限無し 

来場：制限無し 

日時 8月 23日（木）11:00～12:30／13:30～17:00 

   24 日（金）11:00～12:30／13:30～15:30 

場所 パティオホール 対象 制作：中高生 

来場：小学生以下（保護者可） 

 ここ何年か恒例となっている、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今年も開催し

ます！中学生から社会人で構成するNゲージクラブによる自主運営のイベントです。毎回、地域の小さな子どもや

その保護者らが毎年たくさん来場しています。 

 今年も、日本テレビ系列「24時間テレビ」の募金活動を行ないます。中学生・高校生のメンバーにユースプラザ

青少年育成ボランティアがサポートする実行委員会が企画運営します。ステージや募金会場の周辺でバンド演奏・

ダンス、BMX（自転車）を披露します。 

 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す。毎年好評のイベントで、今年で 4
回目となります。昨年は 2 日間で延べ 1590 名の児童・幼児とその保護者が来場されました。 



昨年に引き続き開催いたしました。今年は６０名もの応募があり、今年度の親子事業としては幸先のよい事業となりまし

た。当日は天候が悪く、雨が降ったりやんだりの天気でしたが、テント設営、昼食づくり（ご飯・味噌汁・燻製料理）、野

外工作などを行い、参加者は熱心に取り組んでいました。テントの設営については、ほとんどが始めての方が多く、火おこ

しについては、十分な説明を行ったこともあり、全員上手に燃やしていました。プログラムの合間では子どもだけを集めて

ゲームをして、親子で楽しくすごせたと思います。親子の絆を深める事業として子どもが主役となるようなプログラムも取

り入れていきたいと思います。 

 

 
 

■親子アウトドア入門講座（日帰り）  
日時 6月 10（日）9:00～16:00 参加者 神戸市内在住・在学の小学生の 

親子 35名（親 18名、子ども 17名） 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ 17 名 

 
     
 
 

 
 

 

  
神戸市立西区民センター内の一角に、中高生の居場所として

「ユースステーション西」が開設され、はや３年目の暑い夏を

向えようとしております。 
施設の運営には、地域の皆さんがボランティア（運営ボラン

ティア）として参画されており、KYN は常駐スタッフとして職

員を配置し、施設の運営・管理のサポートをしています。中高

生を中心とした青少年が、自習や友達とおしゃべりやゲームを

したりとフリースペースを上手に利用しています。また、音楽

グループ（バンド活動）やダンスグループの自主活動の支援と

して、西区民センターの各部屋（音楽室・視聴覚室等）の空き

時間を活用し、練習場所を提供する取り組みも行っております。 

 

  

～中高生のコミュニケーションスペース～ 

「ユースステーション西」 

≪４月～６月中旬に開催事業の報告≫ 

【場所】 
神戸市西区糀台 5 丁目 6-1 
西区民センター内 
 

【開設時間】 
平  日：13:00～20:00 
土  曜：10:00～20:00 
日・祝日：10:00～17:00 
※月曜休館（学校休業中は午前中から

利用できます。）

TEL＆FAX：078-997-0868  

８月１１日（土）には、バンド活動を行っているグループが日頃の活動の成果

を発表するライブイベントを開催する予定です。現在、実行委員会を組織しボ

ランティアの皆さんの協力を得て準備を進めております。（左がライブの案内で

す）もし、ご都合よろしければ中高生の「がんばり！」を観ていただければ幸

いです。 

 


