
2021 年度 京都ＹＭＣＡ事業概況 

月 ＹＭＣＡ事業 ＹＭＣＡ活動 子育て支援 

４

月 

・リトリートセンターさくらフ

ェスタ 中止 
 

・入園をお祝いする会開催 

・イースター礼拝実施 

・避難訓練実施 

・幼児合同礼拝開催 

・5 歳児遠足実施 

５

月 

・キャンプリーダートレーニン

グ 
 

・避難訓練実施 

・3，4，5 歳児遠足 

・体操教室実施 

・スイミング実施 

・合同礼拝開催 

・5 歳児クラス懇談会実施 

・Y わいひろば開催 

６

月 

・サマーキャンプ、サマープロ

グラム募集開始 

・ベーシックリーダートレーニ

ング理論編実施 

・水球関西 Jr.大会 中止 

・ 水 上 安 全 キ ャ ン ペ ー ン

Youtube 配信で実施 

・スイミングチャレンジカップ

実施 

・リトリートセンターホタルの

夕べ開催 

・リトリートセンター夏期準備

ワーク実施 

・会員協議会オンライ

ン開催 

・合同礼拝実施 

・歯科検診中止 

・クラス懇談会中止 

・花の日礼拝実施 

・避難訓練実施 

・スイミング実施 

・体操教室実施 

・合同誕生日会、保護者参観

中止 

・Ｙわいひろば実施 

・第 10 日本ＹＭＣＡ同盟協議会オンライン開催 

（出席者：亀井剛理事長、加藤俊明総主事 ） 

７

月 

・サバエキャンプ場ワーク実施 

・キャンプリーダートレーニン

グ実施 

・スイミングリーダートレーニ

ング実施 

・体操リーダートレーニング実

施 

・サマーキャンプ、サマープロ

グラム 

・水球ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ予選参

加 

・競泳京都夏季選手権 参加 

 

・合同礼拝実施 

・英語で遊ぼう実施 

・七夕 異文化交流会実施(専

門学校日本語科) 中止 

・ボランティアビューロー

「ＹＭＣＡこおろぎ」と

の交流 中止 

・ひかり組キャンプ実施  

・避難訓練実施 

・水遊び、プール遊び実施 

・体操教室(参観日)実施 

・高校生体験実習実施 

 



月 ＹＭＣＡ事業 ＹＭＣＡ活動 子育て支援 

８

月 

・サマーキャンプ、サマー

プログラム実施 

・青い空と白い雲のキャン

プ オンラインで開催 

・中日本ＹＭＣＡサッカ

ー大会 中止 

・全国ＹＭＣＡ水泳大会参

加 

・競泳全国３大会京都府予

選会参加 

・水球京都ｼﾞｭﾆｱ選手権 

  参加 

 

・合同礼拝実施 

・夏季特別保育実施 

・避難訓練実施 

・水遊び、プール遊び実施 

・誕生日会実施 

・入園希望者説明会実施 

・Ｙわいひろば実施 

９

月 

・リトリートセンター秋期

ワーク実施 

・サバエ閉所式実施 

・水球全日本ユース予選 

参加 

 

・合同礼拝実施 

・英語で遊ぼう実施 

・ボランティアビューロー

「ＹＭＣＡこおろぎ」との

交流 中止 

・給食試食懇談会 中止 

・避難訓練実施 

・スイミング実施 

・体操教室(保護者参観)実施 

・水遊び、プール遊び実施 

・入園希望者説明会開催 

・Ｙわいひろば実施 

10

月 

・ベーシックリーダートレ

ーニング実技編実施 

・文科省受託森のナチュラ

リストキャンプ実施 

・競泳クラブ対抗 参加 

・リトリートセンターBBQ

パーティ開催 

・「第 11 回ＡＩＤＳ文化フ

ォーラムｉｎ京都」運営協力 

・合同礼拝実施 

・英語で遊ぼう実施 

・遠足(3 歳児)実施 

・避難訓練実施 

・スイミング実施 

・体操教室実施 

・入園説明会開催 

・Ｙわいひろば実施 

11

月 

・文科省受託秋のクッキン

グキャンプ実施 

・スキー＆ウインタープロ

グラム受付 

・第 10 回ＹＭＣＡ水泳交

歓会実施 

・リトリートセンターオー

タムフェスタ開催 

・水球兵庫県選手権参加 

・国際協力街頭募金実施 

・ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈

祷週集会「こわれたものか

らの美しさ」共同ハイブリ

ッド開催 

・ 3YMCA（京 都・ 仁川 ・台

中）ユースオンライン交

流プログラム開催 

・合同礼拝実施 

・こども祝福礼拝実施 

・英語で遊ぼう実施 

・収穫感謝礼拝実施 

・収穫感謝ハイキング実施 

・避難訓練実施 

・スイミング実施 

・体操教室実施 

・2 歳児親子遠足実施 

・アドベント礼拝実施 

・新入園説明会開催 

 



11

月 
  

・内科検診実施 

・Ｙわいひろば実施 

12 

月 

・水球全日本ユース本選出

場 

・スイミングチャレンジカ

ップ実施 

・スキーリーダートレーニ

ング（実技）実施 

・スイミングクリスマス会

実施 

・ウインタープログラム開

催 

・市民クリスマス開催 

・ 3YMCA（京都・仁川・台

中）ユースオンライン交流

プログラム開催 

・クリスマス礼拝実施 

・ボランティアビューロー

「がん患者さんの会」実施 

・アドベント礼拝実施 

・避難訓練実施 

・クリスマス祝会(ページェ

ント礼拝)実施 

・乳児クリスマス会実施 

・冬期特別保育実施 

・異文化交流（クリスマス

会）実施 

・Ｙわいひろば実施 

1 

月 

・水球なみはやカップ出場 

・競泳短水路選手権参加 

・中日本ＹＭＣＡ水泳大会

参加 

・チャリティーゴルフ開催 

・合同礼拝実施 

・年始特別保育実施(弁当) 

・避難訓練実施 

・スイミング実施 

・体操教室実施 

・実習生（滋賀短期大学）受

け入れ 

・Ｙわいひろば実施 

２ 

月 

・全国ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ水

泳競技大会水球競技予選

参加 

・スキーキャンプ実施 

・スキーリーダートレーニ

ング実施 

・第 19 回発達障がい児理

解セミナー開催 

・近畿ｼﾞｭﾆｱ選手権水泳競

技大会水球競技参加 

・創立 133 周年記念オンライ

ン会員集会 

・ボランティアビューロー

「がん患者さんの会」実施 

 

・合同礼拝実 

・避難訓練実施 

・スイミング(保護者参観日) 

・英語で遊ぼう実施 

・内科検診 

・歯科検診 

・高校生実習生受け入れ 

・Ｙわいひろば実施 

・ＹＭＣＡピンクシャツデーキャンペーン実施  

３ 

月 

・卒業リーダー祝会開催 

・ユーススポーツフェステ

ィバル実施 

・スイミングリーダートレ

ーニング実施 

・ユーススポーツフェステ

ィバル開催 

・リトリートセンターヴル

ストパーティ開催 

・ウクライナ緊急支援街頭募

金 

・ボランティアビューロー

「がん患者さんの会」実施 

 

・合同礼拝実施 

・シェイクアウト訓練実施 

・卒園をお祝いする会開催 

・ひかり組（5 歳）遠足実施 

・大きくなったね参観週間 

・春探し散歩実施 

・給食弁当遠足（3,4,5 歳

児）実施 

・子ども展実施 

・体操教室(保護者参観日) 

 



理事会・評議員会及び常置委員会開催日程 

 

理事会開催日程 

第１回理事会                ５月２７日 

第２回理事会                ６月１５日 

第３回理事会                ７月２６日 

第４回理事会                ９月１６日 

第５回理事会               １１月１５日 

第６回理事会                １月１５日 

第７回理事会                ３月２３日 

 

評議員会開催日程 

定時評議員会                ６月１５日 

 

常置委員会開催日程 

 

総務委員会 

第１回総務委員会              ５月２５日 

第２回総務委員会              ７月２１日 

第３回総務委員会              ９月１０日 

第４回総務委員会             １１月１０日 

第５回総務委員会             １２月２２日 

第６回総務委員会              １月１３日 

第７回総務委員会              ２月２５日 

第８回総務委員会              ３月１６日 

 

ＹＭＣＡ事業委員会 

第１回事業委員会              ５月３１日 

第２回事業委員会              ７月 ９日 

第３回事業委員会              ９月 ９日 

第４回事業委員会             １１月 ８日 

第５回事業委員会             １２月１０日 

第６回事業委員会     ２月１７日 

第７回事業委員会     ３月２２日 

 

 

ＹＭＣＡ活動委員会 

第１回活動委員会              ６月２９日 

第２回活動委員会              ７月２７日 

第３回活動委員会              ８月２４日 

第４回活動委員会             １１月 ８日 

第５回活動委員会             １２月１５日 

第６回活動委員会              １月２１日 

第７回活動委員会              ２月２８日 

第８回活動委員会              ３月１７日 

 

 



サバエタスクチーム 

 第５回サバエタスクチーム    ７月１２日 

 第６回サバエタスクチーム    ９月２４日 

 第７回サバエタスクチーム   １１月２４日 

 第８回サバエタスクチーム    １月１７日 

 

施設計画検討委員会 

第１回施設計画検討委員会          ５月１７日 

第２回施設計画検討委員会          ８月２７日 

第３回施設計画検討委員会          ９月３０日 

第４回施設計画検討委員会         １１月２９日 

第５回施設計画検討委員会          １月２８日 

第６回施設計画検討委員会          ３月１１日 

 

子育て支援事業委員会 

第１回子育て支援事業委員会         ５月１４日 

第２回子育て支援事業委員会         ７月１６日 

第３回子育て支援事業委員会         ９月１３日 

第４回子育て支援事業委員会        １１月０９日 

第５回子育て支援事業委員会         １月１０日 

第６回子育て支援事業委員会         ３月２２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加盟・協力団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ＹＭＣＡ同盟 

 

〔キリスト教関係〕 

ＮＣＣ宗教研究所 

京都キリスト教協議会（ＫＣＣ） 

ＪＯＣＳ（日本キリスト教海外医療協力会） 

京都ＪＯＣＳ 

 

〔京都府関係〕 

京都府青少年育成協会 

京都府災害ボランティアセンター 

京都地域創成府民会議 

 

〔京都市関係〕 

京都市生涯学習市民フォーラム 

京都市ごみ減量推進会議 

京都はぐくみネットワーク 

京都 SKY センター 

 

〔青少年育成団体関係〕 

京都府レクリエーション協会 

京都府キャンプ協会 

京都青少年ゆめネットワーク 

ユース２１京都 

京都 YWCA 

 

〔教育機関関係〕 

公益財団法人京都私学振興会 

京都市教育委員会 花背山の家企画委員会 

 

〔国際関係〕 

関西ＮＧＯ協議会 

 

〔保育園関係〕 

京都市保育園連盟 

キリスト教保育所同盟 

京都市保育士会 

 

〔スポーツ・文化関係〕 

日本水泳協会 

日本スイミングクラブ協会 

京都ミニバスケットボール連盟 

 

〔福祉・ボランティア関係〕 

社会福祉法人修光学園 

社会福祉法人同胞会 

スペシャルオリンピックス日本・京都 

京都いのちの電話 

全国車いす駅伝競走大会実行委員会 

AIDs 文化フォーラム in 京都運営委員会 

 

〔ワイズメンズクラブ〕 

京都ワイズメンズクラブ 

京都パレスワイズメンズクラブ 

京都ウエストワイズメンズクラブ 

京都めいぷるワイズメンズクラブ 

京都キャピタルワイズメンズクラブ 

京都プリンスワイズメンズクラブ 

京都センチュリーワイズメンズクラブ 

京都ウイングワイズメンズクラブ 

京都洛中ワイズメンズクラブ 

京都エイブルワイズメンズクラブ 

京都グローバルワイズメンズクラブ 

京都みやびワイズメンズクラブ 

京都トップスワイズメンズクラブ  

京都トゥービーワイズメンズクラブ 

京都東稜ワイズメンズクラブ 

京都ウェルワイズメンズクラブ 

京都ＺＥＲＯワイズメンズクラブ 

北京都フロンティアワイズメンズクラブ 

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部   



対外奉仕 

役員・会員（ＹＭＣＡ関係団体のみ） 

亀井  剛 日本ＹＭＣＡ同盟代議員 

人見 晃弘 京都府災害ボランティアセンター運営委員 

   

職  員 

加藤 俊明   ユース２１京都理事 

京都府社会福祉協議会福祉人材センター運営委員 

社会福祉法人修光学園理事 

社会福祉法人同胞福祉会理事 

（一社）京都府専修学校各種学校協会理事 

スペシャルオリンピックス日本・京都監事 

京都ＪＯＣＳ理事 

日本ＹＭＣＡ同盟代議員 

 

阿部 和博   京都府北部福祉人材確保・定着戦略会議委員 

留学生スタディ京都ネットワーク運営委員 

きょうと介護・福祉ジョブネット 

協働戦略検討チームメンバー  

（公財）京都府国際センター評議員 

 

藤尾  実   京都青少年ゆめネットワーク委員 

京都府キャンプ協会監事 

京都地区 YMCA 青年・学生活動促進委員会委員 

車いすネット副責任 

ユース２１京都常任理事 

公益財団法人京都ＹＷＣＡ評議員 

 

中村 彰利   京都はぐくみネットワーク実行委員 

京都青少年ゆめネットワーク監事 

（公財）京都ＳＫＹセンター運営協議会委員 

京都府レクリエーション協会評議員 

京都市教育委員会花脊山の家企画委員 

京都府キャンプ協会理事兼事務局長 

 

藤原 貴子 舞鶴のさかな提供店登録認定委員 

      舞鶴市廃棄物減量等推進審議会委員 

きょうと介護・福祉ジョブネット 

北部フィールドワーク型実習推進チームメンバー 

 

山下維久子   京都市保育園園長会造形委員 

        西京区小規模保育園保育内容アドバイザー 

 

柊 あずさ   京都市はぐくみ推進審議会委員 



 

役員及び委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役  員    

代表理事 理事長 亀井  剛 常務理事 加藤 俊明 

理  事 石若 義雄  中島 啓泰  堀井  忠  三井 哲次  船木 成一 

監  事 石川 敏夫  吉井 千鶴 

 

評議員  ＊退任評議員 下線 新任評議員 

 大賀 幸一  奥村 正治 ＊桂  厚子  兼松  豊  黒木 保博 

 小嶋  薫 ＊佐々浪元彦  杉井 恭敏  山本 知恵  宇佐美賢一                        

    人見 晃弘  牧野万里子 

 

常置委員（○印委員長）    

総務委員 

   ○中島 啓泰  志田 育夫  松村 康弘  森田 芳文   

ＹＭＣＡ活動委員 

○船木 成一  宇佐美賢一  桂  厚子  河合久美子  高田 敏尚   

 人見 晃弘  古田 裕和  前   登  牧野万里子 

ＹＭＣＡ事業委員 

   ○三井 哲次  石倉  尚  宇高 史昭  佐々木 稔  橋本 敦史   

施設計画検討委員 

   ○石若 義雄  石倉  尚  岡西 博司  大森 夏彦  中原  茂 

子育て支援事業委員会 

   ○堀井  忠  小野 敏明  熊本 祐滉  諏訪 直子 

 

特別委員 

基金・募金選考委員  

○宇高 史昭  石川 敏夫 

サバエタスク 

   〇橋本 敦史  奥村 正治  服部  待  廣部仁太郎  藤田 寿男 

森田 芳文   



職 員 

 

総主事  加藤 俊明 

 

総合職 ＊出向者（学校法人）  

   ＊阿部 和博   藤尾  実  中村 彰利  ＊藤原 貴子 

  ＊伊藤 恭子    

     

一般職 

北川真裕子   米津みぎわ  柊 あずさ  平井 菜那 

  ＊小笠原奈央   西田紗永子 ＊大澤 夏美  江口  麻  

 

専門指導職 

    三宅 直樹   隈田 大賀   藤盛 京香 

 

保育職 

    酒井 史樹   佐藤真理子   坂本美智代   廣田 美咲  

    今井 命人   吹田 果菜   木村 拓斗   小川 靖裕 

  池田 杏華   寅本 晴香   安田 典代   村田 佳美 

  馬越 公大   坂井 美紀   平岡美帆子    

 

 

嘱託職員 

遠藤  浩   浅井 陽子   山下維久子  堀阪優美子 

山田 悦子   藤本 恵    池田 友香   

 

 

パートタイム職員 

森岡喜代子   池之側孝子   谷 和木子   高橋 瑞穂 

地主美沙子   中村 尚司   矢吹 幸子   木下 千草子 

宮本 邦広   鎌田美早納   田中 真理   金子 町子  

小又真由美   森 ゆかり   藤田 純子   北村 彩奈 

上原 亜紀   河合 公子   寺田 昭子 

 

嘱託講師 

小西 厚子   稲井 優介   橋本 和磨   山下 智佐登 

齊藤 弓璃   内園 舞美 

   


