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皆さん「元気の木」をご存知ですか？ 

メリケンパーク神戸海洋博物館1階にあり、子ども達の楽しい遊び場になってい

る未来に向かう神戸の街のシンボルオブジェのことです。子どもたちの真剣なチ

ャレンジと元気な笑顔が溢れています。ここでは大学生やKYNボランティアの皆

さんが子ども達と一緒に遊びながら、見守っています。 

去る 5月 21日、平成17年度の総会が会員の皆様のご協力によって無事終了し

「こうべユースネット」は早くも設立3年を経過し 4年目に入りました。 

今年度は 7名の新役員が選任され、NPO法人としての活動基盤を固めこれまでの

実績と経験を生かしKYNらしい活動を実践することが期待されます。 

総会での課題の一つである情報発信についても、会員が共通の認識をもって

KYNの活動に取り組めるような提供を心がけていきます。 

ようやく本格的に活動を進めていく形となる部会、今年開設5周年を迎えるユー

スプラザで中高生の居場所づくりをサポートする青少年育成ボランティアの皆

さん、大切な自然環境を未来につなぐ役割にひたすら努力される方々、そしてホ

ームグラウンドの青少年会館で多くの人たちの居場所づくりにかかわる仲間た

ち、それぞれの分野でのご協力に心から感謝すると共に、その活動が1人でも多

くの市民に理解していただけるよう努力したいと思います。KYN は多様な考えを持ちなが

ら広い視野で青少年育成活動の輪を広げていく集まりでありたいと考えます。 

最後に会員からの提案でもあります「西方沖地震被災児童支援事業」について、10年前

各地からの温かい支援と励ましを頂き今日の復興につながったことを思い、神戸だからこ

そ出来る被災児童支援のプログラムを作り、少しでも心のゆとりを持てるひとときを過ご

してほしいと「震災10年神戸からの発信」推進委員会と連携のもとに計画しています。 

同じ体験をした神戸と玄界島の子ども達の交流の始まりになるこの

プログラムに、ぜひ多くの皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

特定非営利活動法人こうべユースネット 

理事長 山口 淑美 
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「タイムズメリケン～神戸からの発信館～」開催中！！ 

 

4 月 21 日から期間限定で開催さ

れている「タイムズメリケン～神

戸からの発信館～」。 

ここのエントランスで私たちを

迎えてくれるのが、不思議なオブ

ジェ「元気の木」です。 

「元気の木」の詳しい内容は 5ペ

ージに掲載しています。 

というわけで、5ページに 
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興味を持たれた事業などがあれば、 

こうべユースネット事務局まで 

お気軽にお電話下さい。（月曜休館） 

 

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 

TEL：078-232-1509 

〒651-0096 

神戸市中央区雲井通5-1-2 

神戸市青少年会館内 

Mail：office@kobe-youthnet.jp 

HP：http://kobe-youthnet.jp/ 
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◆平成17年度収支予算書（概略）◆ 

（1）特定非営利活動に係る会計収支予算書 

Ⅰ.経常収入の部 

1.前期繰越収支差額からの繰越金 3,485,815- 

2.会費収入 500,000- 

3.事業収入 53,214,000- 

4.寄付金収入 300,000- 

5.雑収入 20,000- 

経常収入合計 57,519,815- 

 

Ⅱ.経常支出の部 

1.事業費 53,044,000- 

2.管理費 2,620,000- 

経常支出合計 55,664,000- 

 

Ⅲ.その他資金収入の部 

1.固定資産売却収入 0- 

2.収益事業より繰越 15,000- 

その他資金収入合計 15,000- 

 

Ⅳ.その他資金支出の部 

1.固定資産取得支出 0- 

2.予備費 0- 

その他資金支出合計 0- 

 

 

当期収支差額 1,870,815- 

前期繰越収支差額 3,192,705- 

次期繰越収支差額 5,063,520- 

 

（2）収益事業会計収支予算書 

Ⅰ.経常収入の部 

1.ユースプラザ運営収入 10,275,000- 

2.青少年会館物品販売等収入 990,000- 

経常収入合計 11,265,100- 

 

 

 

 

Ⅱ.経常支出の部 

1.ユースプラザの運営経費 10,275,000- 

2.青少年会館物品販売当経費 975,000- 

経常支出合計 11,250,000- 

 

Ⅲ.その他資金収入の部 

1.固定資産売却収入 0- 

その他資金収入合計 0- 

 

 

Ⅳ.その他資金支出の部 

1.固定資産取得支出 0- 

2.特定非営利活動に係る会計へ繰出 15,000- 

3.予備費 0- 

その他資金支出合計 15,000- 

 

当期収支差額 0- 

前期繰越収支差額 0- 

次期繰越収支差額 0- 

 

 

 

日時 ： 平成 17年5月 21日（土） 17:00～19:45 

場所 ： 神戸市青少年会館 レクホール 

 

神戸市生活文化観光局青少年課 鹿野課長をお迎えして、 

こうべユースネットの通常総会が開催されました。 

※出席会員は 88名（委任状出席含む） 

 

提出された以下の審議事項は提案通り承認されました。 

第 1号議案 平成 16年度 活動（事業）報告 

第 2号議案 平成 16年度 収支計算書 

第 3号議案 平成 17年度 活動方針及び事業計画 

第 4号議案 平成 17年度 収支予算書 

第 5号議案 役員の選任に関する事項 

§こうべユースネットのビジョン§ 

私たち「こうべユースネット」は、年齢や性別、国

籍や障害の有無を超えて「ともに生きる社会」の実現

を目指し、地域社会の構成員である家庭、学校、地域

住民、企業、民間団体、行政、その他関係機関と連携、

協力し 21世紀を担う青少年の健全育成を考えていき

ます。 

私たちは、青少年が本来持っている豊かな可能性や

秘められた能力を信頼し、青少年が社会との関わりを

自覚しながらそれぞれのきらめく個性が発揮できる

よう支援していくことを目標とし、青少年がそれぞれ

の「夢」を見つけ、創造し、実現する為の支援事業と

「居場所づくり」を積極的に推進していきます。 
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◆平成17年度活動目標◆ 

「こうべユースネット」設立以来のキーワードは「居場所」。今年度はより強くこの言葉を意識して活動を展開していきます。 

青少年が心からくつろげ、自分らしく活動できる居場所を形成していくことに注力していきます。また、従来から運営している施設

だけでなく、新しい活動の場も視野に入れながら一人一人の「夢」を創造し、豊かな個性を発揮し、互いの個性がつながり合う居場所

づくりに積極的に取り組んでいきます。 

「会員やボランティアの居場所」の再構築も今年度の大きな目標の一つです。部会運営のあり方や大学生を中心とする青年ボランテ

ィアとの連携、そして会員の皆さんの活動への参画などの具体策を策定し推進します。 

以上の活動方針のもとに、今年度は次のような目標に特に力を入れて活動を展開していきます。 

 

（1） 青少年が新しい事業に積極的に挑戦する場を数多く提供し、青少年の個性豊かな「夢」への挑戦を支援します。 

（2） 部会活動や事業への参画を通して、青少年が自分らしく活動できる居場所の形成を支援し、若い人材の発掘と育成を図ります。 

（3） 財政面や運用面での課題を早急に解決し、さらに地域との連携を密にして、「居場所」施設の健全な運営（経営）を目指します。 

（4） インターネットを活用して積極的に情報を発信し、分野や世代を超えた、情報面の「立体的なネットワーク」を構築します。 

（5） 会員・理事・職員のコミュニケーションを活発にすることで相互の意思疎通をはかり、意識高揚及び質の向上に努めます。 

（6） 海外団体の受け入れや在神の外国籍の青少年との交流を積極的に行い、国際理解を深めます。 

 

◆平成17年度役員体制（※カッコ内はこれまでの任期数）◆ 
 

（敬称略）

役 職 氏 名 紹   介 

理事長 
山口 淑美（3） 

今年度で 3期目の任命。ガールスカウト指導者の経験もあり。青連協当時から副会長として活

躍。 

倉本 武司（2） 
ボーイスカウト神戸中地区委員長。市職員 OBとして行政の業務にも精通しており、組織運営

の指導的役割を果たす。 

下前 康夫（3） 財）野外活動協会（OAA）職員。青少年育成のための専門的知識をもつ。 

副理事長 

野一色 隆博（新） 
青少年会館リーダー。リーダー活動を通じて次世代を育成する役割を担う。平成 13年度神戸

市政策提言会議メンバー。 

泉谷 清（3） 
ボーイスカウト指導者、青少年会館相談員、若者の家運営担当理事を兼任。野外活動事業を主

とする。 

伊藤 佐知子（新） 
兵庫県世界青年友の会所属。青連協当時から国際交流事業を中心に活動。兵庫県青少年団体連

絡協議会幹事を兼ねる。 

井上 優（3） 吹奏楽団ブラスポルテーニョ所属。財務担当理事であり、ユースプラザ運営委員でもある。 

香月 規子（新） 兵庫県世界青年友の会所属。青連協当時、国際交流事業を中心に活動。 

久保 和功（3） 神戸市子ども会連合会の事務局職員として青少年育成に関わる。 

坂野上 典子（新） 吹奏楽団ブラスポルテーニョの団長。若い世代と協働しての、文化活動のサポート役。 

白石 千津子（新） 
ガールスカウト神戸地区の会長。ガールスカウトのリーダー活動経験を活かしたボランティア

育成に対する指導力に期待。 

伊達 聡（新） 
神戸ひまわり倶楽部代表。青連協当時、国際交流事業・青少年交流事業を中心に活動。東灘区

の青年団活動・自治会活動へも参画。 

南平 榮一（3） ボーイスカウト指導者。専務理事として神戸市との連携に努め信頼が厚い。 

 林  功（3） 
神戸海洋少年団事務局長 兼、青少年会館相談員。青少年会館開設時から運営に携わり、会館

リーダー育成に努める。 

理 事 

安田 恵子（2） ユースプラザの青少年育成ボランティア。地域での子ども会活動にも参画。 

伊木 紀世子（新） 
ボーイスカウト事務局職員 兼、神戸須磨ロータリークラブ事務局職員。青少年育成活動やボ

ランティア活動に関わりが深い。 

監 事 

 

清水 勲夫（3） 
財）野外活動協会（OAA）専務理事。法人の業務や会計について精通し、青少年の育成につい

ても専門的な視点をもつ。 
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高生のチャレンジ講座 

『自転車ツアー琵琶湖一周』 

平成17年5月3日（火）～4日（水） 

 

今年は滋賀県琵琶湖を一周しました。

琵琶湖といっても琵琶湖の北湖（琵琶湖

大橋を拠点に北側）約 170ｋｍを 2日間

かけて走破しました。 

自転車好きの中高生と社会人？と大

学生スタッフ併せて 20 名、今年もご協

力をいただいた青少年会館の登録団体

である神戸市民自転車同好会 代表祇

園 明敏さんを始め 15 名のメンバーが

中高生とともに伴走してくださいまし

た。（自転車走行26名） 

今回の事業は準備が大変でした。5 月

のゴールデンウィーク

に実施（中高生が参加し

やすい日程？）しました

ので、当日交通渋滞に巻

き込まれないよう、早朝

4 時起きでスタッフを

乗車、また参加者の自転

車は輪行（自転車を分解

して電車等に一緒に便

乗する）出来ないと思い、

事前に会館に預かりト

ラックで前日には出発

場所に到着することになりました。 

当日は両日とも天候に恵まれ、快適な

自転車走行をすることが出来ました。琵

琶湖の湖岸はほとんど平坦な道で、コー

スの約半分は自転車用（歩道？

含む）道路であり、車と接触の

あるところが少なく、走りやす

かったのではないかと思いま

す。 

夕食は、みんなでバーベキュ

ーをして初日の出来事などを

振り返りながら食事を行いま

した。また宿泊施設（テント泊）

の場所ですが冬期はスキー場

となるところで、夜間は相当冷

え込み、寝袋の中に毛布を巻い

て寝たぐらい寒かったです。 

参加者は 2 日間とも健康状態がよく、

怪我や病気になる子もいなく無事全員

完走しました。スタッフの方が少しバテ

気味でしたが、中高生に弱さを見せず全

員完走しました。 

又休憩ポイントを約 10ｋｍごとに設

け、スポーツ飲料を用意しその都度健康

チェックを行ない万全を喫しました。 

最後に参加者全員の完走できた喜びと

充実したツアーを満喫できた笑顔がと

ても素敵でした。 

来年は、また淡路一周に戻してツアー

を計画していきたいと思います。子ども

達とともに参加してみたいスタッフは

来年3月ごろに岡田まで連絡いただけれ

ば幸いです。

 
 

 

 

 

 

 

今年、あの阪神・淡路大震災から 10

年を迎え、「震災 10年 神戸からの発信」

プロジェクトが発足。 

このプロジェクトの情報発信拠点と

して、2005年 4月 21日、メリケンパー

クの海洋博物館内に「タイムズメリケン

～神戸からの発信館～」が期間限定でオ

ープンしました。 

「タイムズメリケン～神戸からの発

信館～」では、この 10 年間で街の復興

に向けて神戸の人々が取り組んできた

ことの成果や課題、神戸のさまざまな魅

力などを発信しています。 

「元気の木」は、神戸市在住の芸術家、

杉山知子さんが制作したもので、“登っ

て遊べる”オブジェになっています。後

ろ側には滑り台も付いています。 

また、「元気の木」付近の壁面には 10

歳になった神戸っ子たちの笑顔とメッ

セージの入ったTシャツを展示していま

す。 

なお、開催期間は 8月 31 日までの限

定です。 

 

 

 

 

中

こうべユースネット（KYN）では、

委託を受けて、元気の木の運営を行

っています。 
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来る 7月 31日（日）、神戸メリケンパークにて震災

10周年記念イベント「KOBE TOYROX 2005」が行われ

ます。 

「TOYROX」とは、TOYBOX（おもちゃ箱）と ROCK（ロック）を掛

け合わせた造語。学生たちによるその名の通り”おもちゃ箱をひ

っくり返したような”盛大な祭の開催です。 

ステージは 5つ。今回はそのステージの概要を紹介します。 

♪FATHER MOON♪ 

メリケンパークの南東に位置し、ファッションショーや中高生の

バンドコンテスト、各団体のLIVEパフォーマンスなどを実施。 

♪MOTHER EARTH♪ 

メリケンパークの屋外常設ステージ。通常のLIVEパフォーマン

スだけでなく、”HIP HOP LIVE BATTLE”も開催！ 

♪MONKEY BRAIN NOVA♪ 

北入り口すぐに設置された物販ブース群。CDや古着はもちろん、

ステージ出演者の物販やインディーズブランドの出店もあり☆ 

♪WORLD HUNGRY PARTIES♪ 

セントマリア号付近に一日限りの屋台集団が出現。エスニックや

韓国料理など、様々な屋台が軒を連ねます。TOYROX を楽しむエ

ネルギー源となるはず！ 

♪OLD NEWS♪ 

TOYROX会場の中心。阪神淡路大震災から10年。目覚しい復興を

遂げた神戸の過去と現在を表現。 

 

…と、各ステージとも内容もりだくさん！！出演者も個性派ぞろ

い！！しかも、このメインステージ以外にも、リサイクルマーケ

ットが開催されることが決定。 

これで楽しくないわけがない！！ 

 

 

 
 

 

 

 

★南落合小学校キャンプ★ 

ハッピーキャンプ2005～学校に泊まろう！～ 

ハッピーキャンプは、青少協南落合支部との連携事業として

実施します。 

 
＊ 日程 8月 6日（土）～7日（日） 

＊ 定員 40名（南落合小学生） 

＊ 締切 7月 31日（日） 

 

プログラム内容はテント設営、飯盒炊さん、キャンプファイ

ヤー、肝試し、スポーツ大会などを企画しています。 

※当日スタッフを募集しています。詳しくはお問い合わせ下

さい。 

☆神の谷児童館夏期イベント協力☆ 

神の谷児童館で行われる夏期イベントに協力してくれるスタ

ッフを募集しています。 

 
＊ 日程 8月 10日（水） 

＊ 定員 プログラムサポート数名 

＊ 締切 7月 31日（日） 

＊ 対象 小学生～中学生 

 

児童館の子どもたちと一緒にカレーライスを作ったり、花火

を楽しんだりというプログラムを計画しています。 

皆さんも一緒に、楽しくこのプログラムを運営サポートしま

せんか？ 

 

8月 7日（日） 朝10時から須磨体育館で神戸市青少年会館杯ぽよぽよドッジボール大会が開催されます！ 

どどんと豪華景品もアリ！只今参加者大募集中です！！参加費はお一人たったの200円！ 

☆「痛そう・怖そう」の不安を解消！☆ 

今度のドッジボールは痛くない！怖くない！なぜなら「ぽよドッジ」採用だから。 

☆「何処にあるの～？」の不安を解消！☆ 

わかりやす～い集合場所を3ヶ所もご用意しました。これで当日迷う心配は要りません！ 

☆なぜ今ドッジボール？☆ 

子どもの遊びだと思っていませんか？実は今、ドッジボールがかなり熱いんです！知ってました？ 

これはもう、参加するっきゃないでしょう！！お気軽にお問い合わせくださいね♪ 

 

◇試合の後は、須磨区民センターで交流会も行います。  

☆

★

☆

★

☆

★

☆

★

☆

★

☆

★

☆

★ 
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◇中高生チャレンジ講座 

「サバイバル体験教室」 

8月 19日（金）～21日（日）の2泊

3 日でサバイバルキャンプを体験し

てみませんか？ 

神戸市青少年会館では、キャンプに参

加する中高生を募集しています。応募

は神戸市内に在住・在学している中学

生･高校生ならどなたでもOKです。 

自然の中で、自分たちの力での生活に

チャレンジしてください。 

 

 場所 神戸市立若者の家 

 定員 20名 

 受講料 ¥2,500- 

 

受付は7月1日（金）から開始。 

7 月 31 日（日）必着です。お気軽

にお問い合わせ下さい。 

◇わくわく子どもキャンプ 

わくわく子どもキャンプも今回で9回目

となります。小学 4年生から 6年生を対

象に、子どもたちが自然に接する楽しさ

を味わい、友達やスタッフとの交流を通

じて多くのことを学び、成長してほしい

と思っています。 

 

 日程 8月 26日（金） 

   ～28日（日） 

 場所 国立淡路青年の家 

 定員 40名 

 参加費 ¥12,000- 

 

キャンプファイヤーや飯盒炊さん、天体

観測、クラフトなど、楽しい企画が盛り

だくさんです。海が見える施設で一緒に

キャンプを楽しみましょう！皆さんの

参加をお待ちしています。 

◇24時間テレビ 

チャリティーイベント 
今年の 24時間テレビは 

8月 27日（土）・28日（日）の 2日間。 

テーマは「生きる」です。 

 

こうべユースネットは今年も 

24時間テレビチャリティーイベントに

参加。 

28日（日）には須磨区名谷駅前に 

チャリティーバンクを設置し 

街頭募金を行います。 

 

みなさんもあの
．．

黄色いTシャツを着て 

一緒にイベントに参加しませんか？ 

 

 

 

△▽△▽△▽△ ユースプラザＫＯＢＥ・ＷＥＳＴ主催 △▽△▽△▽△ 
 

 

ープラお化け屋敷、今年も登場！！ 

夏の夕涼みにいかがですか？ 

 

～ 毎年好評のお化け屋敷を今年も開催します。 ～ 

 

お化け屋敷は下記の日程です。 

＊ 日程 8月 3日（水） 

  11:00～12:30/13:30～17:00 

  8月4日（木） 

  11:00～12:30/13:30～15:30 

＊ 場所 須磨パティオ健康館 3階 パティオホール 

＊ 内容 中学生・高校生の制作による、 

  小学生以下を対象にしたお化け屋敷 

 

ちなみに…昨年は2日間で 

のべ 1203名の児童・幼児・保護者の 

皆さんが入場されました。 

 

現在、中学生・高校生のスタッフおよび大学生サポーターにより鋭意

製作中です。お楽しみに！ 

 

 

 

 

今年もきらきら夏祭りを開催します。夏らしく、盆踊りやヨー

ヨーつりなどを楽しんでみませんか？ 

 

 ☆日程 8月 20日（土） 13:00～20:30 

 ☆場所 ・名谷駅前広場 

  ・須磨パティオ買物広場 

  ・須磨パティオセンターコート 

 

ステージでは、吹奏楽やダンス、盆踊りなどが行われます。広

場ではたくさんの模擬店、センターコートでは健康相談などが出

来るコーナーが設置されます。 

今年は歴代仮面ライダーもやってきます。握手会なども行われ

ますので、ご家族でお楽しみ下さい。

ユースプラザ KOBE・WEST主催の事業に関する

お問い合わせはこちらまで。 

〒654-0154 神戸市須磨区中落合2-2-7 

須磨パティオ健康館3階 

TEL/FAX:078-794-6868 

ユ

ユースプラザ KOBE・WEST主催の事業に関する

お問い合わせはこちらまで。 

〒654-0154 神戸市須磨区中落合2-2-7 

須磨パティオ健康館3階 

TEL/FAX:078-794-6868 
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「サバイバル体験教室」と「わくわく子どもキャンプ」は 

神戸市青少年会館の事業です。お問い合わせはこちらまで。 

〒651-0096 神戸市中央区雲井通5-1-2 

TEL:078-232-4455 FAX:078-242-2161 
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平成 17年度の会員のみなさんをご紹介します。（6月30日現在） 

（順不同、敬称略） 

 

◆正会員 

赤澤剛 飯塚典子 泉谷清 犬飼好子 井上千佳子 井上真衣 井上優 今西良平 大森久栄 岡田哲 岡田晋爾 岡田林一 

香月規子 川岸邦充 川岸直子 久保和功 越賀暁 小林依子 佐伯隆義 佐野末夫 高田哲夫 高田早知子 田中茂延 俵初美 

辻道子 永戸貞男 庭井七郎 野一色隆博 林功 藤本真弓 古田雅彦 古田貴美子 前田昭三 松井清 松山順三 南平榮一 

南平清子 南平祥吾 三好力 森恵子 安田恵子 山内圭子 山口淑美 山田裕子 吉村光博 伊藤佐知子 伊木紀世子 榎智子 

井上喜美子 岡近美 割鞘昭子 岸川靖子 高橋貞美 根本弘美 根本直明 垂井和子 赤江松子 倉本武司 中尾真紀子 辻幸志 

田中智子 田中裕行 入江一恵 片島美代子 木原正剛 鈴木さゆり 蓮沼良造 神戸YMCA 神戸市子ども会連合会 神戸市少年団 

神戸童遊会 神戸市BBS連合会 神戸日中交流促進協会 兵庫リーダーズクラブ ボーイスカウト神戸48団 メイ・ブリーズ 

（株）山本水圧工業所 近畿自然歩道文化クラブ兵庫 （社）神戸フットボールクラブ （財）OAA（野外活動協会） 

世界青年友の会 わくわく子どもキャンプ尾崎正博 GS神戸地区協議会 

 

◆賛助会員 

前田 薫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの方々から青少年育成活動に多くのご支援

をいただきました。本当にありがとうございました。

 

こうべユースネットの趣旨に賛同し、活動を支援していただける方を募集しております。 

◇正会員 青少年の健全育成に関わる活動に参画していただける方。総会での議決権を有します。 

◇賛助会員 青少年育成活動を財政的に支援していただける方。 

§会員の皆さまにはこうべユースネットの機関誌『しゅぷろーせん』をお送りします。 

 

年会費は以下の通りとなっております。（いずれも何口でも結構です。） 

◇正会員（個人・団体） ....... 一口 3,000円（年額） 

◇賛助会員（個人・団体）...... 一口 1,000円（年額） 

 

◆郵便振込の方法◆ 

口座名称･･････こうべユースネット 

口座番号･･････ 00930-6-160935 

 

◆銀行振込の方法◆ 

加入者名義････特定非営利活動法人こうべユースネット 

指定銀行･･････みなと銀行 三宮支店 

口座番号･･････（普通）1628824 
 

§会員加入申込書は事務局にてご用意しておりますので、お申し付けください。 

 

【問合せ先】 

 特定非営利活動（NPO）法人 こうべユースネット事務局 （月曜休館） 

 〒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 

◆こうべユースネット正会員・賛助会員への新規加入と継続のご案内◆ 
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こうべユースネットでは今年度事業として小学校3年生～6年生、中･高校生を対象にした様々な『楽しい 

事業』を企画しています。事業運営のお手伝いをしていただけるボランティアスタッフを募集しています。 

お問い合わせ･ご連絡はこうべユースネット事務局までよろしくお願いします。 

神戸市青少年会館 

〒651-0096 

神戸市中央区雲井通5-1-2 

TEL：078-232-4455 

FAX：078-242-2161 

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

ユースプラザ KOBE・WEST 

〒654-0154 

神戸市須磨区中落合2-2-7 健康館 3F 

TEL/FAX：078-794-6868 

HP：http://www.kobe-youthnet.jp/u_pla/index.htm 

若者の家 

〒650-0007 

神戸市中央区神戸港地方口一里山1-132 

TEL/FAX：078-341-2221 

HP：http://www.kobe-youthnet.jp/youthhouse/index.html 

★バスを利用する場合 

JR神戸駅北側バスターミナルから、市バス61系統または 

神戸電鉄バス（鈴蘭台行き）で約20分。「高座金清橋」下車。徒歩

約30分。 

★タクシーまたは自家用車を利用する場合 

三宮から山麓バイパス経由、天王谷IC下車。 

有馬街道・金清橋経由で約25分。 


