
「クリエイトクラブ」事業は、中高生が学校生活以外での人間関係（仲

間）を築き、仲間と共に自分たちのやりたいこと・チャレンジしてみたい

ことや、夢のある事業を自ら企画し、実現していくためのサークル活動と

して神戸市から委託を受け KYN事務局職員が中心となり、コーディネート

を実施している事業です。 

この活動を通じて、様々な世代の人々と共に過ごすことにより多くの事

を学び、協調性を育み社会参画のきっかけづくりや活動が自分（参加者）

の居場所となることを大きな目的として日々取り組んでいます。 

 

今年度は、中高生「夢プラン」（集う中高生が夢のある事業を実施して

いく活動※子どもゆめ基金助成金事業）にクリエイトクラブとして積極的

に関与し、メンバーひとりひとりが達成感や仲間と共に協力し、事業やイ

ベントをつくり上げていくことの大切さを感じることを目的に、大きな夢

の実現に向けてがんばってきました。 

 

現在、その活動の集大成である、中高生「ドリームフェスティバル 2008」

を３月２２日（土）にユースプラザ KOBE・WEST及びパティオホールを利

用し実施するための準備を１月からの毎週土曜日・日曜日にミーティング

を開催し、メンバー全員が心をひとつにして取り組んでいます。 

 

 
 

------------------------------------------------------------ 

■夢プラン第 1 弾！「秋だ！全員集合！」 
「夢プラン」第 1弾として、スポーツ大会とバーベキューを小中校生と

楽しむ「秋だ！全員集合！」が 11月18日(日)に神戸市北区にある、しあ

わせの村で開催されました。 

 神戸市内の小中学生を対象に100人の定員でしたが、参加募集チラシを

神戸市の全小中高生に配布したところ、700人近くの応募があり、スタッ

フの中高生は「応募者全員に参加してもらいたい！」と熱い思いを持ちな

がらも泣く泣く 100人の参加者を決定し、当日に向けがんばって準備をし

ていました。 

 

⇒⇒次ページへ続く⇒⇒ 

 
 

 
～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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＆「夢ﾌﾟﾗﾝ」事業   P1 

◆事業の実施報告①    P3 

◆事業の実施報告②    P4 

◆実施予定事業の案内    P5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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⇒⇒ 続き ⇒⇒ 

当日は、晴天で迎えましたが、風が強く、とても寒い中、しあわせ

の村に集合。91名の元気な小中学生が集まりました。 

まずは、チームに分かれて名札づくり。チームのメンバーは、最初

はぎこちない雰囲気でしたが、「ハンカチ落とし」のゲームの中でチー

ムメンバーの名前と顔を覚え、次のゲームのスプーンリレーではチー

ム一丸となり大盛り上がり。「スプーンリレーは初めてした」という小

学生も多く楽しんでもらえたようです。 

 

そして、お待ちかねのドッヂボール大会。時間が押していたため、

参加者全員でする事になりました。通常100人規模でドッヂボールを

する機会がない為か、白熱して半袖で張り切る参加者もいました。 

そんな、大盛り上がりのドッヂボールの裏では、バーベキュー係の中高生が悪戦苦闘！顔を真っ赤にして火起こし、そ

してバーベキューの野菜や肉を分けたりと、バタバタしながらも、参加者が会場に来る前になんとかバーベキューの用意

が完成しました。 

思いっきり動いて、おなかがペコペコの参加者はバーベキューが始まると「おいしーい！」という歓声とともに、すご

い勢いで食べていました。心から楽しんでバーベキューを堪能していたようです。 

 

時間はあっと言う間にすぎて、帰りには中高生スタッフから参加者にお菓子のプレゼント。子ども達は大喜びで「楽し

かった！」「来年も参加したい！」などの様々な声があがり、三宮での解散時には、参加者のお迎えに来られた保護者の皆

さんからがんばった中高生スタッフに拍手のプレゼントをいただきました。 

中高生も、緊張と失敗の連続した企画運営の中で、１つのイベントをやり遂げ、楽しんでもらえた実感を充分味わった

ようです。これからの活動に大いに役立ててほしいと感じました。 

 

■夢プラン第２弾！「RPG IN 神戸フィールド」 
「秋だ！全員集合！」実施 1週間後の11月24日(土)、25日(日)の 2

日間の日程で、第 2弾事業「RPG in 神戸フィールド」が開催されました。 

この企画は、謎解きをしながら「盗まれた掛け軸を取り戻す！」とい

う目的とともに神戸の街に設置されたポイントをまわり、最後には豪華

景品がでるというスタンプラリーでした。 

 

24日の 1日目。外は肌寒い気候にもかかわらず、チェックポイントに

立つスタッフは、チャイナ服、巫女さん、メイドさん、名探偵コナンな

どの仮装で与えられた仕事をがんばりました。 

今回は「長コース」と「短コース」の２つのコースを作り、それぞれ

周るポイントを変えたり、色々工夫しました。また、事前応募の参加者

が少なかったので、当日の参加を募るため声かけも中高生自らがんばり

ました。足早に去っていってしまう人の中で大きな声あげる彼らの姿はたくましく、事業を成功させようとみんな一生懸

命でした。そしてチラシを受け取ってくれたり、声をかけてくださる方がいらっしゃると、とても素敵な笑顔が自然にこ

ぼれていました。 

 ゴールでは、参加者の方から「神戸の新しい名所（場所）を発見できた」等のご意見を頂きました。またゴールでは中

高生が考えた「掛け軸はどうやって盗まれたか」そのトリックを考える問題が参加者に渡され、後日トリックの答えを参

加者にお送りしましたが、この「トリック」も、推理小説並みによくできていました。 

 

そして、事業はこれだけでは終わりません。1日目の反省を踏まえて、2日目の RPGを満足する事業にする為にみんな疲

れているのにも関わらず夜の 8時までミーティングを開催しがんばりました。 

次の日も、寒い中で仮装を行い、参加者を募る声がけも次第になれて行きました。神戸を旅行していた外国人の方に「一

緒に写真を撮ってくれ！」と、言われ、新しい出会いもあったようです。また 2日連続で参加してくれた方や、参加者の

子どもと一緒にポイントをまわったりして楽しんでいる様子を間近で感じることができたようです。 

2 日間の締めくくりは、まだ点灯していないルミナリエの前で参加者とともに、記念撮影。中高生、ボランティアスタ

ッフのみなさん、寒い中本当にお疲れ様でした。みなさんのがんばりのおかげで、たくさんの「楽しみ」と「笑顔」をつ

くることができた 2日間でした。 



前回は雪不足だったため、プログラムが大幅に変更となりましたが、今回は雪が多すぎる上に常に吹雪いていたため、安

全を第一に考えて外のプログラムは時間を短縮して、内容も一部変更し、前回同様プログラム通りにいかない事業となり

ました。参加者にとっては多くの雪で楽しめた反面、長い間雪の中におれず、凍傷になりかけたりと寒さ（吹雪き）対策

が大変でした。しかし別途スタッフのみで行った、雪中キャンプ組は体全体にカイロを張って、万全の体制で実施したよ

うで、テントでの就寝はそんなに寒くなかったようです。来年は雪中キャンプ実施に向けプログラムを進めていきたいと

思います。 

今年は広報誌に掲載しなかったため、参加者も昨年の半数と少し寂しくな 

りましたが、チラシをみて来てくれた参加者に聞くと、「参加したい」子 

どもや「参加させたい」親のニーズがあることがわかりました。 

ギター（音楽）に興味があり、始めるきっかけづくりとして、ギターの製作は参加者にとって良い機会です。講師を招

いてのミニギター講座も開催し、作ったギターを実際に演奏もしました。来年は多数の参加を期待しています。 

今年度初めての試みとして、自転車での神戸探索を行いました。参加した 

子どもたちの自転車はママチャリから高性能自転車まで様々で、渡された 

写真の場所を探して、神戸市内を巡りました。写真を見てすぐ場所が解る 

子どもも、それが神戸のどの辺にあるのか具体的な場所はなかなかわかり 

ません。リーダーと地図をみながら写真の場所を目指しました。 

道中で新しい道を発見したり、いろんな場所で新しい発見をしたりして楽しかったようです。来年も機会を見つけて第

２弾を実施したいと思います。 

今回のユープラまつりも、中高生と青少年育成ボランティアが協力の下、 

ステージイベント等を開催しました。ステージでは、弦楽演奏・チアリー 

ディング・合唱・ハンドベル・よさこいが出演しました。 

また、初めての企画として、Ｕ－１グランプリ（学生によるパフォーマン 

スコンテスト）を行いました。８組の応募があり、優勝はダンスを披露し 

た PINKPANTHER AJFでした。ステージ以外に、午前中はフリースペースで映画上映と綿菓子をしました。 

 
 
 

■ユープラまつり 
 

 

 

 
    
 
 

 

■自転車で行く神戸の発見 

 
    
 
 

 
 
 

 
 

■エレキギターを作ろう 
 

 
 
 
 
 

■冬山の事業を体験しよう  
 
 
 
 

 

    
 
 
 

日時 12月 23日（日）13:00～16:00 

場所 パティオホール 

（午前中：フリースペース） 

対象 制限無し 

入場無料 

日時 11月3日（土） 

9時～16時半 

参加者 神戸市内在住・在学の 

小学 4年生～高校生 20名 

場所 神戸市内 ｽﾀｯﾌ 青年スタッフ：10名 

自転車同好会：20名 

日時 12月 26日（水） 

13時～16時半 

参加者 神戸市内在住・在学・在

勤の中学 1年生～ 

30歳の青少年 5名 

場所 神戸市青少年会館  

工作室 

ｽﾀｯﾌ 1名 

講師：1名 

日時 2月 16日（土） 

～17日（日） 

参加者 神戸市内在住・在学の 

小学 3年生～6年生  15名 

場所 尼崎市立美方高原自然の家 ｽﾀｯﾌ 16名 

≪１１月～３月に開催の事業報告≫ 



12 月は、ホットケーキミックスを使って簡単なニンジンケーキを焼き、ホイップや

マーブルチョコなどで飾りつけしたものと、お米を固めて薄く焼いたものに、チキ

ンの照り焼きをはさんだ、ライスバーガーを作りました。 

また、3月には３色の酢飯をケーキのように形作って、みんなで飾り付けをして、「ち

らし寿司ケーキ」を作りました。卵そぼろも手作りし、桜でんぶのピンクとさやえ

んどうの緑で飾りつけすると、とてもカラフルでおいしそうに出来上がりました。

 

この事業は小学 1 年生～６年生が対象ですが、高学年の子が低学年の子の面倒をみ

たり、役割を分担したりして、班員みんなで協力して作っている姿が印象的でした。

また、今回もボランティアスタッフがメニュー決めからスケジュール設定などの企

画運営を行い、当日も進行役や班付リーダーとしての役割を担当しました。「子ども

達を指導することはとても難しかったが、とても楽しかった。」と、終了後の反省会

でスタッフから意見がありました。この反省を踏まえて次回の事業に活かし、スタ

ッフ自身の成長に繋がれば良いと思っています。 

■作って食べてみよう！ 
☆「ｸﾘｽﾏｽｹｰｷとﾗｲｽﾊﾞｰｶﾞｰ作り」 
日時 12月 2日(日)10:00～14:00 参加者 小学 1～6年生 26名 

場所 コミスタこうべ 調理室 ｽﾀｯﾌ 12名 

☆「ちらし寿司ケーキ作り」 
日時 3月 9日(日)10:00～14:00 参加者 小学 1～6年生 11名 

場所 コミスタこうべ 調理室 ｽﾀｯﾌ 9名 

 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■クリスマスキャンプ 
 
 

  

 
 
 
 

■親子田舎くらし体験キャンプ 

 
 

  
 
■神戸市青少年会館まつり 「明青祭２００７」 
  

日時 12月25日（火）～26日(水) 

14:00～21:00 

参加者 神戸市内在住・在学の 

小学 3～6年生  20名 

場所 神戸市立洞川キャンプ場 ｽﾀｯﾌ 7名 

日時 11月 23日（金） 

～24日(土) 

参加者 神戸市内在住の家族 11名 

場所 とちわらこども自然体験 

キャンプ場 

ｽﾀｯﾌ 5名 

今年初めて、１２月に小学生を対象にキャンプをしました。ちょうどクリスマスの

日程だったので、「野外で楽しむクリスマス」という内容でプログラムを企画し、

班で協力してクリスマスケーキをデコレーションしたり、ビーフシチューを作りま

した。夜はジュニアリーダーさんによるクリスマス会で大いに盛り上がり、参加者

同士仲良くなることができました。夜の寒さを心配しましたが、シェルターとログ

ハウスでストーブを焚いて対応しました。 

翌日はお正月の準備として、もちつきや正月飾りを作りました。この季節でも子ど

も達は本当に元気で、楽しくキャンプに参加していました。 

今年初めて、ファミリーを対象に、田舎でのくらしを体験できるキャンプを企画し

ました。旧農家に泊って、いろいろなプログラムを体験しました。かまどでご飯を

炊いたり、五右衛門風呂を焚いて入ったり、畑で野菜を収穫して夕食を作ったり、

川遊びを楽しんだりと、食と自然を満喫することができました。キャンプ場の持ち

主である朝倉さんには、キャンプ場周辺の自然観察やピザ作りなどのご指導をいた

だき、大変お世話になりました。また、違う季節にキャンプを企画して「とちわら」

を訪れたいなぁと思いました。 



■サンタがおうちにやってくる in Kobe 2007 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
■中高生のためのチャレンジ講座「自転車ツアー」淡路七福神巡礼の旅 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

■YCM DANCE Vol.12 
 
 

 
 
 
  

日時 12月 23日（日） 参加者 神戸市内在住の満4才～小学2年生ま

での子どもがいる家庭  33家庭 

場所 神戸市内 ｽﾀｯﾌ 会館ﾘｰﾀﾞｰ、一般ｽﾀｯﾌ  約 50名 

日時 5月 3日（土）～4日(日) 参加者 神戸市内在住・在学の 

中学生、高校生 20名 

場所 兵庫県 淡路 参加費 1人 3,000円 

備考 自転車は持込とする(性能の制限あり)自転車の無い場合は相談 

日時 3月 30日(日) 

16:30～19:00 

参加者 出演者：高校生 

来場者：特に制限なし 

場所 パティオホール 

今年も会館リーダーと一般募集で集まったボランティアスタッフが、サンタや

トナカイ、妖精に扮装して、家庭から預かったプレゼントを子ども達に渡し、

事前に練習した歌やマジックなどを披露して子ども達と楽しいひと時をすご

しました。 

会館リーダーは 10 月から実行委員会を開き、一般スタッフの募集方法やスタ

ッフがサンタになるための勉強会や、歌やゲームなどの講習を企画し、子ども

達に夢を与えることの出来るサンタを育てる(？)ために話し合いを重ねまし

た。 

このように企画した事前研修を受けることで、初めてサンタスタッフとして参

加した人でも子ども達の前でサンタとして堂々と振舞うことができ、子ども達

にもよりサンタの存在を信じてもらえたのではないかと思います。 

会館リーダーの皆は、10月からの長期戦でとても疲れたと思いますが、「それ

以上に楽しめた」との声も聞くことができました。 

このイベントを通じて、講習を受けるごとに成長する一般スタッフの姿を見

て、達成感を感じてくれていると嬉しいです。 

≪３月～５月に開催の事業案内≫ 

今年で 6回目を迎える自転車ツアー！毎年場所を変えて行ってきましたが、今

回は前回２回実施した淡路一周行います。といってもちょっとかわった一周で

す。淡路には七福神巡りがあり毎年多くの巡礼者がいるようです。私たちは歩

くほど時間がありませんので、自転車を利用して我が家を守ってくれる神様を

訪ねてみたいと思います。中高生のみなさん、ご参加お待ちしています。

毎年開催している高校 3 年生のフェアウェルイベントです。総勢 12組（約 76 名）のダンスユニットが準備から撤収ま

でを全て行ない、高校生活最後のイベントとなる高校 3年生らと共に、高校 1.2年生による送り出し、OBも戻ってきて

の出演が繰り広げられます。 

 



■ユープラ名画鑑賞会 
 
 

 
 
 
 
 

■サマーアドベンチャー IN おきのえらぶ島 引率青年リーダー募集！ 
（鹿児島県・沖永良部島交流事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※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 4月 4日(金) 

13:00～15:00 

対象 特に制限なし 

場所 ユースプラザ KOBE・WEST 会議室２ 

日時 8月 2日(土)～7日(木) 

5泊 6日（予定） 

対象 18歳以上 35歳までの青年 4名 

備考 ・4月(5月)からの実行委員会に参加できる方（平日の 19時～・月 2回程度） 

・旅費相当分（5万円程度）の自己負担金あり。 

青少年育成ボランティアが青春時代に見て感動・感銘した映画を紹介、鑑賞する会。会議室を開放し、無料で上映します。

前回はユープラまつりの時にフリースペースで行いました。第２回として上映する今回の作品は、イングリッド・バーグ

マン主演の「ジャンヌ・ダーク」です。 

～2008年夏★あ・つ・い・思い出を宝物に！～ 

青い空・ソーダ水色の海、大自然を五感で感じる、夏の発見・体験・大冒険に出かけよう！！ 

メインテーマは、「エコ＆ピース」。 

 

参加する子どもたち（小学校４年生から６年生３０名予定）の班つきリーダー（カウンセラー）を募集します。子どもた

ちといっしょに自然豊かな「沖永良部島」で心に残る体験をしませんか！！観光開発がされていない沖永良部島を存分に

楽しむめったとないチャンスです！！ 

 

詳細は、KYN事務局「おきえら交流事業」担当 辻・古田まで。 

機関紙による先行募集になりますので、しめきりは、特に設けていませんが、取り急ぎ上記担当者までご連絡を下さい。 

（お問合せ・詳細についての説明等大歓迎！）ご連絡お待ちしております。 


