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ひとりがよくなると
世 界はきっと変 わる。

ひとりが「よくなる」と、どんなコトが 起きるだろう。

ひとりが「よくなる」と、その人と出会った誰かがうれしくなる。

つまり、その人もきっと「よくなる」。

そして「よくなる」の繰り返しは

社 会や世界をよりよく変えていくチカラになると思うのです。

その人と出会った誰かが「よくなる」

そんな出会いとつながりを

 YMCAはこれからも大切にしたいと考えています。

 「よくなる」の連 鎖は

やがて社 会や世界を変えていくチカラとなっていく。

そしてきっと平和を形にしていく原 動力となっていく。

みつかる
Encounter

あなたが、したい何かを「みつける」ために。

大阪YMCAには課題解決のための
4つの事業部があります。

よくなっていく
Transform

あなた自身の人生がもっと
「よくなっていく」ために。 

かけがえのない場所として
互いを認め、共に生き、思いをわかちあえる、

一人ひとりのかけがえのない場所に
なっていきたいと願っています。

つながる
Connect

あなたが、「つながる」誰かを探すために。

活動拠点
大阪はもちろん、

世界の家族・コミュニティとのつながりの創出を
大切にしていきます。
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YMCAが実現したい世の中の姿

VisionOsaka YMCA
互いを認め合い、高め合う

「ポジティブネット」のある豊かな社会を創る。

互いを認め合い、高めあうことができる、人の善意や前向き
な気 持ちによってつながるネットワーク、それをYMCAは、

「ポジティブネット」と名付けました。課題の多い社会の中
で、社会保障的な役割を持ったセーフティーネットが機能す
るよりもっと早い段階から、「ポジティブネット」は、社会に希
望をもたらし、新たな豊かさを提供していきます。

YMCAが提供を約束する価値

Value
したい何かがみつかり、誰かとつながる。
私がよくなる、かけがえのない場所。

「したい何か」は人によって千差万別ですが、YMCAには、一人
ひとりの願望に応えられる、様々なプログラムがあります。そ
して、すべてのプログラムは、信頼できる指導者や教職員、充
実した施設、あるいは豊かな自然の中で実施されます。
安心できる環境で、前向きに「したい何か」を見つけ、認め合
える人とつながり、かけがえのない体験と出会える場所、それ
がYMCAです。

YMCAが備える個性、らしさ

Personality
心を開き、わかち合う。
前向きで、まわりを惹きつける魅力を持つ。

人がよくなっていくこと。それは多種多様な人を受けとめる
ことができるオープンマインドを持つ人、誰にとっても開か
れた存在である人、人の喜びや痛みはもちろん、未来に向
けた前向きな意思や挑戦をも わかち合える存在になる可
能性を開きます。

YMCAで の 体 験 は、一 人 ひ とり の 精 神（Spirit）、知 性（Mind）、身 体
（Body）の調和と社会性を備えた全人格的な成長を促します。それによっ

て、社会で自分の存在の意味を見いだし、未来に希望を持ち、社会や世界
の課題を解決するために働く「チェンジメーカー」へと育まれていきます。

大阪YMCAは、「ポジティブネット」を広げ、人と人とが繋がり支え合う、
あたたかい社会の形成をめざします。同時に、未来に希望を持ち社会や
世界の課題を解決するために働くチェンジメーカーとなる青少年を育む
ことを決意しています。そして、このような目的のため、ボランティア、企
業・NGO ／ NPO等の諸団体、行政機関とも協働して多様な事業を展開
しています。

大阪YMCA
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事　　業

保育・幼児教育

事　　業

社会教育
WELLNESS

一人ひとりの願いに応えるさまざまな事業活動を展開しています。
人が生涯を通して全人格において豊かに成長するための活動、特に、青少年が人と人との関わり
の中で、いのちの大切さを学び、健やかな心と体を育む活動を創出しています。また、YMCAの世
界的なネットワークによって、各国からユース世代をインターンシップ生として受け入れ、参加者の
グローバルなリーダーシップ育成にも力を入れています。

【公益財団法人大阪ＹＭＣＡ】
地域事業所  （大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・東大阪市・堺市・兵庫県（北摂・川西））

ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター／六甲山ＹＭＣＡグローバルラーニングセンター／紀泉わいわい村／

堺市立青少年センター／ 堺市立青少年の家／堺市立日高少年自然の家

ウエルネス事業

CHILD CARE
子どもたち一人ひとりが、神と人に祝福されたかけがえのない存在であると認識し、大切に関わ
るキリスト教保育を実践しています。保育者の温かい見守りの中で、日々喜びや悲しみを共有しな
がら、どんな時でも「あなたは愛されている存在だよ」「大丈夫だよ」というメッセージを伝えていく
ことに力を注いでいます。その中で子どもが人と自然と神さまに関わりながら、ゆっくりと「生きる
基礎」を培っていきます。

こども園事業【学校法人大阪ＹＭＣＡ学院】
ＹＭＣＡ松尾台こども園／ＹＭＣＡしろがねこども園／ＹＭＣＡかわにし保育園

保育園事業【社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ】
ＹＭＣＡとさぼり保育園／ＹＭＣＡあわざ保育園／ＹＭＣＡたかつきあま保育園

こども園事業・保育事業
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事　　業 事　　業

高齢者福祉学校教育
SCHOOL EDUCATION

「すべてのいのちはかけがえのない存在である」という教育観のもと、安心できる環境と関係性の
中で人間性を育てること、自己肯定感を醸成することを目指しています。また、さなざまな人との
関係性の中で違いを尊重し、共に生きる心を涵養しながら、地域社会で働くボランタリーな心やリ
ーダーシップを育みます。世界の多様な文化背景を持つ人々との出会いの中で「地球（グローバ
ル）市民」としての責任を自覚し、平和を希求する心を養います。

学校事業

SENIOR WELFARE
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という聖書の言葉を心に留め、人を思い、人に寄り

添いながら、地域と共に歩んでいます。
超高齢社会の課題解決の１つとして、「介護予防」という概念を実践する事業を行い、日本と同じ
社会課題を持つ東アジア地域での指導者養成を行っています。これからも人と人とが「思いやり」
によって繋がり支え合う、あたたかい社会の形成をめざすと共に、地球規模の視点で元気高齢者

（アクティブ・シニア）が繋がる社会を創ります。

高齢者福祉事業・シニア事業

【学校法人大阪ＹＭＣＡ】
Osaka ＹＭＣＡ International School

大阪ＹＭＣＡランゲージセンター

大阪ＹＭＣＡ英語幼児園

ＹＭＣＡ学院高等学校

大阪YMCA学院（日本語学校天王寺校）

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校表現・コミュニケーション学科

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 国際高等課程 国際学科

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校日本語学科

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 国際ホテル学科・国際ビジネス学科

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 教育社会福祉課程

Ｊ-ＩＶＹ（学校に通っていない中学生のまなび庭）

総合教育センター・サポートクラス

大阪市立水都国際中学校・高等学校

【社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ】
ＹＭＣＡサンホーム 特別養護老人ホーム・デイサービス・ケアプランセンター・ヘルパーステーション・
 地域包括支援センター・食生活創造室　　　　　　　　　　　　　　　　　　

YMCAこさかデイサービス・ケアプランセンター

【公益財団法人大阪YMCA】
中高齢者事業センター（福祉専門職資質向上研修・介護予防・認知症予防・フレイル予防）

（ ）
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公益活動

会費・支援金・賛助会費

大阪YMCA賛助会
賛助会は、大阪YMCAの青少年育成事業を支援する
ことを目的に、広く企業・諸団体のご賛同とご協力を
得て１９５２年（昭和２７年）に設立され、現在では、
ＹＭＣＡが国内外において実施している多様な社会貢
献活動及び次世代のリーダーシップ養成活動等に対
して積極的に支援いただいています。

ワイズメンズクラブ
ワ イ ズ メ ン ズ ク ラ ブ は1922年 に Paul William 
Alexander 氏によって米国オハイオ州で誕生して以
来、世界各国で数々の奉仕活動を展開し、YMCAのい
ろいろな事業に積極的に支援、協力しています。

（引用：ワイズメンズクラブ国際協会西日本区ホームページ）

　
Yボランティア
ＹＭＣＡ活動の目的に賛同し、その達成のために協力
または支援しようとする人のことをさします。

【災害支援活動】
東日本大震災支援活動（被災地発達障がい児六甲山親子キャンプ）

東日本大震災支援活動（宮古の復興を担う青少年育成事業）

パレスチナ・ガザ地区 緊急支援募金活動

【高齢者支援】
車いすによる登山の支援
地域高齢者のネットワーク構築支援
介護予防体操・レクリエーション

【障がい児・者支援】
聴覚障がい青少年国際キャンプ
発達障がい児の学習・集団活動支援
発達障がい児の体育・野外活動支援
知的障がい児の野外活動支援

【子ども・子育て支援】
地域子育て支援（影絵の作成、公演企画、運営等）

地域子育て相談
映画鑑賞による子どもの情操育成・安全意識啓発支援

【国際理解・多文化共生】
日本語チューター（外国人留学生の日本語会話支援と交流による多文化理解）

ホストファミリー（外国人留学生の受入と交流による多文化理解）

YMCAの願いである「家庭と地域のきずなを強め、未来を築く子ども、青少年をはぐくむ」
ための多くの活動は、皆さまからの会費、支援金により支えられています。

皆さまから寄せられた会費、支援金の用途

会費、支援金、賛助会費

各地域のYMCA

地域社会奉仕活動・青少年育成

国際協力活動・留学生支援

日本YMCA同盟　世界YMCA同盟

世界各地での青少年育成・活動支援　

青少年育成
のため

地域奉仕活動
のため

国際協力
のため

留学生
のため

YMCAとは
YMCAは1844年にロンドンで設立されま
した。シン ボ ル マ ー ク の 正 三 角 形 は、
YMCAの人間観であるSpirit（精神）Mind

（知 性）Body（身 体）の調 和 がとれた「全
人としての成長」への願いを表していま
す。また、中央にJOHN17：21（ヨハネによ
る福音書17章21節）「すべての人を一つに
してください」と記されており、国、民族、
宗教、性別の隔たりを超えた、共に生きる
社会を創り出すことへの願いが示されて
います。

大阪YMCA
■設立：1882年（明治15年）6月4日
 
公益財団法人　大阪YMCA 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-5-6
学 校 法 人 大阪YMCA 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-5-6
学 校 法 人　大阪YMCA学院  〒666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台2-2-2
社会福祉法人 大阪YMCA 〒577-0034 東大阪市御厨南3-1-18

大阪 YMCAの使命
大阪ＹＭＣＡは、聖書に示されたイエス・キリストの愛と奉仕の生き方に学び、
ＹＭＣＡの世界的な運動に連なり、希望を持って、共に生きる社会の実現をめざします。

●ボランティア精神をはぐくみ、互いに協力し、
　明るくあたたかい地域社会の形成に努めます。
●すべての世代の人びとが、出会いと生きがいを見いだすための、
　生涯にわたる気づきと学びの活動を展開します。
●未来を築く力強い子どもたちを、家庭、地域社会と共に育てます。
●生命（いのち）を尊重する心を養い、自然と人間が調和する働きをすすめます。
●世界の人びとと力を合わせ、環境、人権、貧困の課題に取り組み、
　平和で公正な世界をめざします。

YMCA 正章 YMCA 創立者

ジョージ・ウィリアムズ

（1821～1905）

概　　要
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