
2012012012015555 年度年度年度年度    京都ＹＭＣＡ事業概況京都ＹＭＣＡ事業概況京都ＹＭＣＡ事業概況京都ＹＭＣＡ事業概況    

    

月月月月    ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業    ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動    

４４４４

月月月月    

・アウトドアクラブ発会式・アウトドアクラブ発会式・アウトドアクラブ発会式・アウトドアクラブ発会式    

・スイミングスクール開講式・スイミングスクール開講式・スイミングスクール開講式・スイミングスクール開講式    

・リトリートセンター夜桜フェスタ・リトリートセンター夜桜フェスタ・リトリートセンター夜桜フェスタ・リトリートセンター夜桜フェスタ開開開開    

    催催催催    

・アフタースクール開講・アフタースクール開講・アフタースクール開講・アフタースクール開講    

・・・・ボランティアビューロー「ボランティアビューロー「ボランティアビューロー「ボランティアビューロー「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会んの会んの会んの会」」」」    

５５５５

月月月月    

・キャンプリーダートレーニング・キャンプリーダートレーニング・キャンプリーダートレーニング・キャンプリーダートレーニング    

・アクアフェスティバル実施・アクアフェスティバル実施・アクアフェスティバル実施・アクアフェスティバル実施    

・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー第１００回第１００回第１００回第１００回

「「「「がん患者さんの会」がん患者さんの会」がん患者さんの会」がん患者さんの会」開催開催開催開催    

・長岡こおろぎ第・長岡こおろぎ第・長岡こおろぎ第・長岡こおろぎ第 49494949 回ふれあいの会回ふれあいの会回ふれあいの会回ふれあいの会    

・第・第・第・第 11111111 回かもがわチャリティーラン回かもがわチャリティーラン回かもがわチャリティーラン回かもがわチャリティーラン開催開催開催開催    

・ネパール大地震緊急支援街頭募金実施・ネパール大地震緊急支援街頭募金実施・ネパール大地震緊急支援街頭募金実施・ネパール大地震緊急支援街頭募金実施    

６６６６

月月月月    

・サマーキャ・サマーキャ・サマーキャ・サマーキャンプ、サマープログラムンプ、サマープログラムンプ、サマープログラムンプ、サマープログラム    

募集開始募集開始募集開始募集開始    

・少年リーダートレーニング・少年リーダートレーニング・少年リーダートレーニング・少年リーダートレーニング実施実施実施実施    

・リトリートセンター「・リトリートセンター「・リトリートセンター「・リトリートセンター「ほたるの夕ほたるの夕ほたるの夕ほたるの夕

べべべべ」」」」プログラム実施プログラム実施プログラム実施プログラム実施    

・水上安全キャンペーン「いのちを守・水上安全キャンペーン「いのちを守・水上安全キャンペーン「いのちを守・水上安全キャンペーン「いのちを守

る水泳講習会」開催る水泳講習会」開催る水泳講習会」開催る水泳講習会」開催    

・リトリートセンター夏期準備ワーク・リトリートセンター夏期準備ワーク・リトリートセンター夏期準備ワーク・リトリートセンター夏期準備ワーク

実施実施実施実施    

・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」    

・・・・「第「第「第「第４４４４回回回回会員協議会会員協議会会員協議会会員協議会」開催」開催」開催」開催    

    

・第・第・第・第４４４４回日本ＹＭＣＡ同盟回日本ＹＭＣＡ同盟回日本ＹＭＣＡ同盟回日本ＹＭＣＡ同盟協議会協議会協議会協議会出席出席出席出席    

（出席者：亀井剛理事（出席者：亀井剛理事（出席者：亀井剛理事（出席者：亀井剛理事長長長長、神﨑清一総主事）、神﨑清一総主事）、神﨑清一総主事）、神﨑清一総主事）    

７７７７

月月月月    

・サバエキャンプ場夏期準備ワーク実・サバエキャンプ場夏期準備ワーク実・サバエキャンプ場夏期準備ワーク実・サバエキャンプ場夏期準備ワーク実

施施施施    

・キャンプリーダートレーニング実施・キャンプリーダートレーニング実施・キャンプリーダートレーニング実施・キャンプ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・サマーキャンプ、サマープログラム・サマーキャンプ、サマープログラム・サマーキャンプ、サマープログラム    

・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー「「「「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」    

・福島被災者支援リフレッシュファミリ・福島被災者支援リフレッシュファミリ・福島被災者支援リフレッシュファミリ・福島被災者支援リフレッシュファミリ

ーキャンプ実施ーキャンプ実施ーキャンプ実施ーキャンプ実施    

８８８８

月月月月    

・サマーキャンプ、サマープログラム・サマーキャンプ、サマープログラム・サマーキャンプ、サマープログラム・サマーキャンプ、サマープログラム    

・青い空と白い雲のキャンプ実施・青い空と白い雲のキャンプ実施・青い空と白い雲のキャンプ実施・青い空と白い雲のキャンプ実施    

    

・国際ボランティア研修実施・国際ボランティア研修実施・国際ボランティア研修実施・国際ボランティア研修実施    

・こどものための視覚障がい者介助講習・こどものための視覚障がい者介助講習・こどものための視覚障がい者介助講習・こどものための視覚障がい者介助講習

会実施会実施会実施会実施    

・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」    

厦門インターナショナルワークキャンプへユース２名派遣厦門インターナショナルワークキャンプへユース２名派遣厦門インターナショナルワークキャンプへユース２名派遣厦門インターナショナルワークキャンプへユース２名派遣    

（引率者（引率者（引率者（引率者    上野貴子上野貴子上野貴子上野貴子一般職一般職一般職一般職    植田千尋植田千尋植田千尋植田千尋元職元職元職元職））））    

ネパールＹＭＣＡ訪問（神﨑清一総主事、關つぐネパールＹＭＣＡ訪問（神﨑清一総主事、關つぐネパールＹＭＣＡ訪問（神﨑清一総主事、關つぐネパールＹＭＣＡ訪問（神﨑清一総主事、關つぐみ一般職み一般職み一般職み一般職））））    



月月月月    ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業    ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動    

９９９９

月月月月    

・・・・リトリートセンター秋期ワーク実施リトリートセンター秋期ワーク実施リトリートセンター秋期ワーク実施リトリートセンター秋期ワーク実施    

    

・ボ・ボ・ボ・ボランティアビューロー「ランティアビューロー「ランティアビューロー「ランティアビューロー「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」開催んの会」開催んの会」開催んの会」開催    

・・・・厦門インターナショナルワークキャン厦門インターナショナルワークキャン厦門インターナショナルワークキャン厦門インターナショナルワークキャン

プ報告会実施プ報告会実施プ報告会実施プ報告会実施    

・車いす介助講習会・車いす介助講習会・車いす介助講習会・車いす介助講習会    

10101010

月月月月    

・アウトドアクラブリーダートレー・アウトドアクラブリーダートレー・アウトドアクラブリーダートレー・アウトドアクラブリーダートレーニニニニ    

ング実施ング実施ング実施ング実施    

 

・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「・ボランティアビューロー「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」開催開催開催開催    

・「第・「第・「第・「第 5555 回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ

京都」運営協力京都」運営協力京都」運営協力京都」運営協力    

・ボランティアセミナー「デジタル録音・ボランティアセミナー「デジタル録音・ボランティアセミナー「デジタル録音・ボランティアセミナー「デジタル録音

講習会」開催講習会」開催講習会」開催講習会」開催    

・ＹＭＣＡこおろぎ「未来の京都まちづ・ＹＭＣＡこおろぎ「未来の京都まちづ・ＹＭＣＡこおろぎ「未来の京都まちづ・ＹＭＣＡこおろぎ「未来の京都まちづ

くり推進表彰」受賞くり推進表彰」受賞くり推進表彰」受賞くり推進表彰」受賞    

・ミャンマースタディツアー派遣（村上徳光主事・ミャンマースタディツアー派遣（村上徳光主事・ミャンマースタディツアー派遣（村上徳光主事・ミャンマースタディツアー派遣（村上徳光主事参加参加参加参加））））    

・第１回３ＹＭＣＡ（韓国・仁川、台湾・台中、京都）合同会議・第１回３ＹＭＣＡ（韓国・仁川、台湾・台中、京都）合同会議・第１回３ＹＭＣＡ（韓国・仁川、台湾・台中、京都）合同会議・第１回３ＹＭＣＡ（韓国・仁川、台湾・台中、京都）合同会議派遣派遣派遣派遣    

（（（（会場：仁会場：仁会場：仁会場：仁川ＹＭＣＡ）（亀井剛理事長、神﨑清一総主事他７名）川ＹＭＣＡ）（亀井剛理事長、神﨑清一総主事他７名）川ＹＭＣＡ）（亀井剛理事長、神﨑清一総主事他７名）川ＹＭＣＡ）（亀井剛理事長、神﨑清一総主事他７名）    

11111111

月月月月    

・スキー＆ウインタープログラム受付・スキー＆ウインタープログラム受付・スキー＆ウインタープログラム受付・スキー＆ウインタープログラム受付    

・スキーリーダートレーニング（理・スキーリーダートレーニング（理・スキーリーダートレーニング（理・スキーリーダートレーニング（理

論）論）論）論）    

・ユーススポーツ大会開催・ユーススポーツ大会開催・ユーススポーツ大会開催・ユーススポーツ大会開催    

・第・第・第・第６６６６回ＹＭＣＡ水泳交歓会開催回ＹＭＣＡ水泳交歓会開催回ＹＭＣＡ水泳交歓会開催回ＹＭＣＡ水泳交歓会開催    

・リトリートセンター・リトリートセンター・リトリートセンター・リトリートセンター    オータムフェオータムフェオータムフェオータムフェ

スタスタスタスタ開催開催開催開催    

・・・・青い空と白い雲のキャンプ実行委員青い空と白い雲のキャンプ実行委員青い空と白い雲のキャンプ実行委員青い空と白い雲のキャンプ実行委員

会が「京都府青少年健全育成功労者会が「京都府青少年健全育成功労者会が「京都府青少年健全育成功労者会が「京都府青少年健全育成功労者

表彰」を受賞表彰」を受賞表彰」を受賞表彰」を受賞    

    

・・・・VolatzVolatzVolatzVolatz 国際カフェ開催国際カフェ開催国際カフェ開催国際カフェ開催    

・社会セミナー「・社会セミナー「・社会セミナー「・社会セミナー「アジアの若者が語る夢アジアの若者が語る夢アジアの若者が語る夢アジアの若者が語る夢

と出会いと出会いと出会いと出会い」開催」開催」開催」開催    

・ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡ合同祈祷週集プロ・ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡ合同祈祷週集プロ・ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡ合同祈祷週集プロ・ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡ合同祈祷週集プロ

グラム「グラム「グラム「グラム「知っていますか！社会的養護知っていますか！社会的養護知っていますか！社会的養護知っていますか！社会的養護

の１８歳の壁の１８歳の壁の１８歳の壁の１８歳の壁」」」」開催開催開催開催    

・聴覚障がい児プログ・聴覚障がい児プログ・聴覚障がい児プログ・聴覚障がい児プログラム研究会マイ・ラム研究会マイ・ラム研究会マイ・ラム研究会マイ・

マイ秋キャンプ実施マイ秋キャンプ実施マイ秋キャンプ実施マイ秋キャンプ実施    

・ボランティアビューロー「がん患者さ・ボランティアビューロー「がん患者さ・ボランティアビューロー「がん患者さ・ボランティアビューロー「がん患者さ

んの会」開催んの会」開催んの会」開催んの会」開催    

・長岡こおろぎ第・長岡こおろぎ第・長岡こおろぎ第・長岡こおろぎ第 50505050 回ふれあいの会回ふれあいの会回ふれあいの会回ふれあいの会    

・ＹＭＣＡこおろぎ「ふれあい広場３０・ＹＭＣＡこおろぎ「ふれあい広場３０・ＹＭＣＡこおろぎ「ふれあい広場３０・ＹＭＣＡこおろぎ「ふれあい広場３０

回記念感謝の集い」開催回記念感謝の集い」開催回記念感謝の集い」開催回記念感謝の集い」開催    

・国際協力街頭募金実施・国際協力街頭募金実施・国際協力街頭募金実施・国際協力街頭募金実施    

12121212

月月月月    

・スキーリーダートレーニング（実・スキーリーダートレーニング（実・スキーリーダートレーニング（実・スキーリーダートレーニング（実

技）実施技）実施技）実施技）実施    

・ウインタープログラム・ウインタープログラム・ウインタープログラム・ウインタープログラム    

・クリスマス祝会（聖公会聖アグネス・クリスマス祝会（聖公会聖アグネス・クリスマス祝会（聖公会聖アグネス・クリスマス祝会（聖公会聖アグネス

教会、三条本館）実施教会、三条本館）実施教会、三条本館）実施教会、三条本館）実施    

・ワークショップ「みんなで考えよう日・ワークショップ「みんなで考えよう日・ワークショップ「みんなで考えよう日・ワークショップ「みんなで考えよう日

本における難民受け入れ」開催本における難民受け入れ」開催本における難民受け入れ」開催本における難民受け入れ」開催    

・クリスマスロビーコンサート（５日間・クリスマスロビーコンサート（５日間・クリスマスロビーコンサート（５日間・クリスマスロビーコンサート（５日間

連続）開催連続）開催連続）開催連続）開催    

・市民クリスマスとキャロリング実施・市民クリスマスとキャロリング実施・市民クリスマスとキャロリング実施・市民クリスマスとキャロリング実施        

・ボランティアビュ・ボランティアビュ・ボランティアビュ・ボランティアビューローーローーローーロー「「「「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」    

・日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム・日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム・日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム・日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム派遣派遣派遣派遣（神﨑清一総主事、關つぐみ一般職）（神﨑清一総主事、關つぐみ一般職）（神﨑清一総主事、關つぐみ一般職）（神﨑清一総主事、關つぐみ一般職）    

    



    

    

月月月月    ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業ＹＭＣＡ事業    ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動ＹＭＣＡ活動    

1111

月月月月    

・スキーキャンプ・スキーキャンプ・スキーキャンプ・スキーキャンプ    

・中日本ＹＭＣＡバスケットボール・中日本ＹＭＣＡバスケットボール・中日本ＹＭＣＡバスケットボール・中日本ＹＭＣＡバスケットボール    

大会参加大会参加大会参加大会参加    

・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー「「「「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」    

・平和のための開発教育セミナー第１回・平和のための開発教育セミナー第１回・平和のための開発教育セミナー第１回・平和のための開発教育セミナー第１回

開催開催開催開催    

・第８回グローバル・コミュニティスタディ（台湾・台中）・第８回グローバル・コミュニティスタディ（台湾・台中）・第８回グローバル・コミュニティスタディ（台湾・台中）・第８回グローバル・コミュニティスタディ（台湾・台中）実施実施実施実施    

（引率：上野貴子一般職）（引率：上野貴子一般職）（引率：上野貴子一般職）（引率：上野貴子一般職）    

２２２２

月月月月    

・スキーキャンプ、スキーリーダー・スキーキャンプ、スキーリーダー・スキーキャンプ、スキーリーダー・スキーキャンプ、スキーリーダー    

トレーニング実施トレーニング実施トレーニング実施トレーニング実施    

・中日本ＹＭＣＡ水泳大会参加・中日本ＹＭＣＡ水泳大会参加・中日本ＹＭＣＡ水泳大会参加・中日本ＹＭＣＡ水泳大会参加    

・同志社小学校スキー指導協力・同志社小学校スキー指導協力・同志社小学校スキー指導協力・同志社小学校スキー指導協力    

・・・・第１３回発達障がい児理解セミナー第１３回発達障がい児理解セミナー第１３回発達障がい児理解セミナー第１３回発達障がい児理解セミナー

開催開催開催開催    

・講演会「今一度、いじめを考える」・講演会「今一度、いじめを考える」・講演会「今一度、いじめを考える」・講演会「今一度、いじめを考える」

（桶谷守京都教育大学教授）開催（桶谷守京都教育大学教授）開催（桶谷守京都教育大学教授）開催（桶谷守京都教育大学教授）開催    

・・・・ネパールチャリティバザーネパールチャリティバザーネパールチャリティバザーネパールチャリティバザー開催開催開催開催    

・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー「「「「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」開催開催開催開催    

・・・・ボランティアセミナー「普通救急救命ボランティアセミナー「普通救急救命ボランティアセミナー「普通救急救命ボランティアセミナー「普通救急救命

講習会」開催講習会」開催講習会」開催講習会」開催    

・平和のための開発教育セミナー第・平和のための開発教育セミナー第・平和のための開発教育セミナー第・平和のための開発教育セミナー第２２２２回回回回

開催開催開催開催    

「いじめのない社会をめざして」ＹＭＣＡピンクシャツデーキャンペーン実施「いじめのない社会をめざして」ＹＭＣＡピンクシャツデーキャンペーン実施「いじめのない社会をめざして」ＹＭＣＡピンクシャツデーキャンペーン実施「いじめのない社会をめざして」ＹＭＣＡピンクシャツデーキャンペーン実施        

    

３３３３

月月月月    

・ボランティアリーダー卒業祝会開催・ボランティアリーダー卒業祝会開催・ボランティアリーダー卒業祝会開催・ボランティアリーダー卒業祝会開催    

・第３回・第３回・第３回・第３回 The Y cupThe Y cupThe Y cupThe Y cup 京都ミニバスケッ京都ミニバスケッ京都ミニバスケッ京都ミニバスケッ

トボール大会開催トボール大会開催トボール大会開催トボール大会開催    

・スイミングリーダートレーニング実・スイミングリーダートレーニング実・スイミングリーダートレーニング実・スイミングリーダートレーニング実

施施施施    

・全国車いす・全国車いす・全国車いす・全国車いす駅伝競走大会運営協力・ボ駅伝競走大会運営協力・ボ駅伝競走大会運営協力・ボ駅伝競走大会運営協力・ボ

ランティア派遣ランティア派遣ランティア派遣ランティア派遣    

・マイ・マイフォーラム「聴覚障がい学・マイ・マイフォーラム「聴覚障がい学・マイ・マイフォーラム「聴覚障がい学・マイ・マイフォーラム「聴覚障がい学

生の就職」開催生の就職」開催生の就職」開催生の就職」開催    

・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー・ボランティアビューロー「「「「がん患者さがん患者さがん患者さがん患者さ

んの会」んの会」んの会」んの会」開催開催開催開催    

    

・日本キャンプ協会キャンピングアワード・日本キャンプ協会キャンピングアワード・日本キャンプ協会キャンピングアワード・日本キャンプ協会キャンピングアワード 2016201620162016 受賞受賞受賞受賞    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

理事会・理事会・理事会・理事会・評評評評議員会及び常置委員会開催議員会及び常置委員会開催議員会及び常置委員会開催議員会及び常置委員会開催日程日程日程日程    

    

理事会開催日程理事会開催日程理事会開催日程理事会開催日程    

第第第第１１１１回理事会回理事会回理事会回理事会                                                                ５５５５月月月月２２２２５５５５日日日日    

第第第第２２２２回理事会回理事会回理事会回理事会                                                                ６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日    

第第第第３３３３回理事会回理事会回理事会回理事会                                                                ７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日    

第第第第４４４４回理事会回理事会回理事会回理事会                                                                ９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日    

第５回理事会第５回理事会第５回理事会第５回理事会                                                                11111111月月月月２４２４２４２４日日日日    

第６回理事会第６回理事会第６回理事会第６回理事会                                                                １１１１月月月月１１１１６日６日６日６日    

第７回理事会第７回理事会第７回理事会第７回理事会                                                                ３月２４日３月２４日３月２４日３月２４日    

    

評評評評議員会開催日程議員会開催日程議員会開催日程議員会開催日程    

定時評議員会定時評議員会定時評議員会定時評議員会                                                                ６６６６月月月月１１１１２２２２日日日日    

    

    

常置委員会開催日程常置委員会開催日程常置委員会開催日程常置委員会開催日程    

総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    

第第第第１１１１回総務委員会回総務委員会回総務委員会回総務委員会                                                        ５５５５月月月月２２２２１１１１日日日日    

第第第第２２２２回総務委員会回総務委員会回総務委員会回総務委員会                                                        ８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日    

第第第第３３３３回総務委員会回総務委員会回総務委員会回総務委員会                                                        ９９９９月月月月１１１１６６６６日日日日    

第第第第４４４４回回回回総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                                                    １１１１１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日    

第第第第５５５５回回回回総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会                                                        １１１１月月月月１１１１２２２２日日日日    

第６回総務委員会第６回総務委員会第６回総務委員会第６回総務委員会                                                        ２２２２月１月１月１月１８８８８日日日日    

第７回総務委員会第７回総務委員会第７回総務委員会第７回総務委員会                                                        ３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日    

    

    

ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ事業委員会事業委員会事業委員会事業委員会    

第第第第１１１１回事業委員会回事業委員会回事業委員会回事業委員会                                                        ５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日    

第第第第２２２２回事業委員会回事業委員会回事業委員会回事業委員会                                                    １０１０１０１０月月月月    ８日８日８日８日    

第第第第３３３３回事業委員会回事業委員会回事業委員会回事業委員会                                                    １１１１２２２２月月月月    ８８８８日日日日    

第第第第４４４４回事業委員会回事業委員会回事業委員会回事業委員会                                                        ２月２月２月２月    １１１１日日日日    

第第第第５５５５回事業委員会回事業委員会回事業委員会回事業委員会                                                        ３月３月３月３月１５１５１５１５日日日日    

    

    

ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ活動委員会活動委員会活動委員会活動委員会    

第第第第１１１１回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                        ４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日    

第第第第２２２２回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                        ５５５５月月月月１１１１９９９９日日日日    

第第第第３３３３回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                        ８８８８月月月月    ６６６６日日日日    

第第第第４４４４回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                        ９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日    

第第第第５５５５回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                    １０１０１０１０月月月月２２２２７７７７日日日日    

第第第第６６６６回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                    １２１２１２１２月月月月    ７７７７日日日日    

第第第第７７７７回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                        ２２２２月月月月    １１１１日日日日    

第第第第８８８８回活動委員会回活動委員会回活動委員会回活動委員会                                                        ３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日    

    



    

施設計画検討委員会施設計画検討委員会施設計画検討委員会施設計画検討委員会    

第第第第１１１１回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会                                        ５５５５月月月月１１１１３３３３日日日日    

第第第第２２２２回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会                                        ６６６６月月月月２５２５２５２５日日日日    

第第第第３３３３回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会                                        ８８８８月月月月２２２２４４４４日日日日    

第第第第４４４４回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会回施設計画検討委員会                                    １０１０１０１０月月月月１１１１９９９９日日日日    

第５回施設計画検討委員会第５回施設計画検討委員会第５回施設計画検討委員会第５回施設計画検討委員会                                    １１１１２２２２月月月月    ７７７７日日日日    

第６回施設計画検討委員会第６回施設計画検討委員会第６回施設計画検討委員会第６回施設計画検討委員会                                        １１１１月月月月２２２２１１１１日日日日    

第７回施設計画検討委員会第７回施設計画検討委員会第７回施設計画検討委員会第７回施設計画検討委員会                                        ３３３３月月月月    ３３３３日日日日    

    

特別委員会開催日程特別委員会開催日程特別委員会開催日程特別委員会開催日程    

評議員選定委員会評議員選定委員会評議員選定委員会評議員選定委員会                                                        ５月２９日５月２９日５月２９日５月２９日    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



加盟・協力団体加盟・協力団体加盟・協力団体加盟・協力団体    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

日本ＹＭＣＡ同盟 

 

〔キリスト教関係〕 

ＮＣＣ宗教研究所 

公益財団法人日本クリスチャンアカデミー 

社会福祉法人西陣会 

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 

人づくり２１世紀委員会 

 

〔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 

 

〔教育機関関係〕 

公益財団法人京都私学振興会 

 

〔国際関係〕 

京都国際交流団体連絡協議会 

関西ＮＧＯ協議会 

開発教育協会 

 

〔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 

 

〔福祉・ボランティア関係〕 

京都いのちの電話 

京都市ボランティア情報センター 

京都ボランティア協会 

社会福祉法人修光学園 

スペシャルオリンピックス日本・京都 

全国車椅子駅伝競争大会実行委員会 

 

〔ワイズメンズクラブ〕 

京都ワイズメンズクラブ 

福知山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 

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区京都部 



対外奉仕対外奉仕対外奉仕対外奉仕    

 

役員・会員（ＹＭＣＡ関係団体のみ） 

亀井 剛 日本ＹＭＣＡ同盟代議員 

北山 千尋 日本ＹＭＣＡ同盟代議員 

高谷 泰市 京都ＪＯＣＳ理事 

石川 敏夫  いのちの電話事業委員 

山本  恵  社会福祉法人西陣会理事 

   

主 事 

神﨑 清一 京都府私立学校審議会委員 

京都府外国籍府民共生施策懇談会委員 

京都府立青少年海洋センター魅力向上検討会委員 

京都府生涯学習審議会委員 

京都府産業人材育成委員会委員 

京都市青少年活動推進協議会委員 

京都市青少年活動推進協議会専門委員 

京都市 HIV 感染症対策協議会委員 

（公社）日本キャンプ協会常務理事 

京都府キャンプ協会副会長・専務理事 

（公財）京都府体育協会理事 

（公財）京都府体育協会普及委員会副委員長 

京都府レクリエーション協会会長 

京都市野外活動施設花背山の家企画運営委員会委員 

京都青少年ゆめネットワーク相談役 

ユース２１京都理事 

（社福）イエス団理事 

（社福）修光学園理事・評議員 

（公財）日本クリスチャンアカデミー監事 

（公財）京都府国際センター評議員・評議員選定委員 

（公財）京都市国際交流協会評議員 

（社福）京都府社会福祉協議会 京都府福祉人材・研修センター 

運営委員会委員 

（公財）京都 SKY センター評議員 

ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・京都監事 

全国学校法人立専門学校協会理事 

全国専門学校各種学校連合会理事・組織検討委員 

（一社）京都府専修学校各種学校協会会長 

（公財）京都私学振興会理事・資金運用委員・私学振興会賞選考委員 

（公財）京都市生涯学習振興財団評議員 

（一財）京都子ども文化会館評議員                                                                        

京都ＪＯＣＳ監事 

ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都幹事・事務局長 

 



    

（公財）日本ＹＭＣＡ同盟理事・常議員・代議員 

日本ＹＭＣＡ同盟研究所委員会委員 

東日本大震災ＹＭＣＡ募金管理委員会委員 

日本ＹＭＣＡ同盟ユース委員会委員 

日台ＹＭＣＡ連絡委員会委員 

日韓ＹＭＣＡ連絡委員会委員 

日中ＹＭＣＡ連絡委員会委員 

日本ＹＭＣＡ研修制度検討委員会委員 

日本 YMCA 中期計画推進委員会委員 

        京都府北部福祉人材確保・定着戦略会議委員 

        舞鶴みらい戦略会議委員 

        舞鶴市公共交通ネットワーク会議 

 

 

加藤 俊明 京都府災害ボランティアセンター運営委員 

  ユース２１京都理事 

  ＮＣＣ宗教研究所理事 

  ＫＣＣ常任委員 

  京都地区ＹＭＣＡ学生・青年活動促進委員会委員 

 

久保田展史  人づくり２１世紀委員会幹事 

        ユース２１京都常任理事 

        日本英語検定協会２次試験実施委員 

       

阿部 和博 京都府薬物乱用防止指導員 

        日本語教育振興協会京都地区維持会員協議会構成員  

 

藤尾  実   京都府キャンプ協会監事 

京都青少年ゆめネットワーク委員 

         

山田  誠  京都府ドッジボール協会理事 

 

中村 彰利 京都府キャンプ協会運営委員 

  京都市野外活動施設花背山の家企画運営委員 

京都青少年ゆめネットワーク会計監査 

  京都府レクリエーション協会評議員 

 

松川 貴紀   日本英語検定協会２次試験京都地区面接官委嘱委員 

 

藤原 貴子   舞鶴のさかな提供店登録認定委員会 

 



役員及び委員役員及び委員役員及び委員役員及び委員    

    

 

役  員    

代表理事 理事長 亀井  剛 常務理事 神﨑 清一 

理  事 石若 義雄  佐々浪元彦 三井 哲次 中島 敬泰 堀井 忠 

監  事 石川 敏夫 吉井 千鶴 

 

評議員 

浦上準之助 大山 悠子 兼松  豊 黒木 保博 小嶋 薫  

清水 武彦 土屋 文秀 山本 知恵 杉井 恭敏 大賀 幸一 

奥村 正治 

     

常置委員（○印委員長）    

総務委員 

   ○中島 敬泰 山田 英樹 松村 康弘 毛利 隆志  田中 一夫 

ＹＭＣＡ活動委員 

○船木 順司 前   登  宇佐美賢一  牧野万里子  桂  厚子 

廣澤 恭子 谷口  豊  三井 哲次  人見 晃弘 

ＹＭＣＡ事業委員 

   ○森田 芳文 宇高 史昭 北山 千尋  髙橋 秀樹 堀井 忠 

施設計画検討委員 

   ○石若 義雄 石倉  尚  岡西 博司  阪田 民明  柳  慎司 

 

特別委員 

基金・募金選考委員  

○宇高 史昭 石川 敏夫 

代議員選考委員 

   ○西脇  稔 西川 寿一  篠原 寿一  北野 裕紀子 神﨑 清一 

評議員選定委員 

   ○西川 寿一 石川 敏夫  山本 知恵  篠澤 俊一郎 加藤 俊明 



職職職職    員員員員    

    

    

    

 

総主事  神﨑 清一 

 

総合職・専門指導職  ＊出向者（学校法人） 

    辻中 康宏  ＊村上 德光  ＊久保田展史   加藤 俊明  

＊阿部 和博   藤尾  実   山田  誠   中村 彰利 

＊松川 貴紀  ＊藤原 貴子   

      

一般職 

 浅井 陽子   北川真裕子  ＊伊藤 恭子  亀山みぎわ 

＊小原 絵美  ＊柊 あずさ  ＊内藤 裕美  上野 貴子 

關 つぐみ   衆樹 歩実 

 

パートタイム職員 

 塩田  雅   兼松由起子   森岡喜代子   池之側孝子 

 浅井 章代   柏原有紀子   谷 和木子   本田留衣子 

村岸  弘   地主美沙子   村尾 耕一   竹内 創成 

高橋 瑞穂 

       

嘱託講師 

   樋口三友紀   金山 好美   森田 真由   寶関 千裕 

   吉田 真菜   樋口 大毅   増本 勇介   谷  美葉 

   渡邉 文子   藤原 玲央   池田 華奈 


