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２０１９年度をふりかえって 
 

２０１９年度は予期せぬコロナ禍により、あわただしく終了していきました。 

今、私たちは「未知の何か」に対する恐れに覆われた社会にいます。緊急事態宣言の下、非接触を強いる新

型コロナウイルスが民主主義や人間性を壊しています。連日報道される感染者の数や株価の上下だけが社会

の重大事ではありません。生活困窮者や高齢者、女性や子ども、外国人など社会的に弱い立場にある人々に、

コロナ禍がどのように影響するのか。爆弾や放射能やウィルスだけではない、忘却や無関心もまた人間の自由

を奪う災厄なのです。ジョージ・オーウェル『１９８４』、カミュ『ペスト』など古典的名作のリバイバルは、

この感染症が権力と結びつくことを危惧する世相を反映しているといえるでしょう。 

ＹＷＣＡは、過去の歴史を学びながら、これまで活動を続けてきました。私たちが思考停止に陥ってしまっ

たら、いつか来る「コロナ後」の社会に独裁政治だけが残るかもしれません。独裁政治は時にウイルス以上に

多くの死者を出すことは、歴史が示しています。 

さて「コロナ以前」の２０１９年度を以下に、ふりかえります。いずれも名古屋ＹＷＣＡが大切にする社会

的に弱い立場にある女性・子ども・外国人を中心にした活動です。 
 

Ⅰ「女性及び青少年のリーダーシップを育成する事業」 スープキッチン（路上生活者への給食）、音声訳グ

ループ（視覚障がい者への音声情報提供）、など社会的に高く評価される活動を行っています。今年度は会員

交流や活動紹介のための「まるっとＯＰＥＮ ＤＡＹ」を開催しました。また今夏の「あいちトリエンナーレ」

における平和の少女像展示に対する攻撃、フラワーデモに代表される女性への暴力に対する怒りが、韓国ＹＷ

ＣＡからのゲストを招いた２．１１集会「日韓の狭間で小さくされた人々」へと結実しました。８年目を迎え

た東日本大震災被災者支援「名古屋いりゃあせツアー」、ユースによる沖縄スタディツアーも開催しました。   
Ⅱ「個別相談等を通じて女性を支援する事業」 今年もカウンセリング事業を中心に、活発に外部の講座依

頼を受け、電話相談者養成も行いました。 

Ⅲ「諸外国の言語及び文化を学習する機会を提供する事業」 教養としての英語教育を充実させつつ、英検対

策や医療通訳など実用的な講座にも取り組みました。専門学校の委託で留学事前英語研修も始めました。ま

た、発達達障がいの子どものための支援者養成講座にも取り組みました。 

Ⅳ「日本語教師を養成する事業」 日本語教師養成講座では自由な受講方法を取り入れました。２０１１年か

ら始まった「ガリ勉クラブ」はグローバルスクールとして再スタートを切りました。 

Ⅴ「日本語学校を運営する事業」 各種学校としての日本語学校は、３０周年を迎え記念行事を行いまし

た。 

Ⅵ「不動産等賃貸事業」 ＹＷＣＡの財政を支える事業です。長い間入居していた「金太銀太」が惜しまれ

つつ終業しました。 

 
以上の５つの公益事業と１つの収益事業を行ってきました。一方で、運営委員会では、会員や社会課題の変

化への対応のために、会員組織の変革を提案しました。この協議のための全体集会はコロナ禍の中で中止とな

りました。２０１９年３月に予定していたプログラムが次々と中止・延期になり、かつてない厳しい事態を迎

えています。 

世界ＹＷＣＡは２０３５年ビジョン「一億人の若い女性と少女が正義とジェンダー平等を実現し、暴力、戦

争のない世界を作るために権力構造を変革し、すべての若い女性にインクルーシブで持続可能なＹＷＣＡ運

動を先導する」を掲げています。これはコロナ後も変わらない私たちのビジョンです。コロナ前の社会がよか

ったわけではない、むしろコロナ後はデジタル技術の浸透により新たな社会の姿が見えるかもしれない、名古

屋ＹＷＣＡは、新しい年へ活動をつなげていきます。 

会員、関係者の皆様一人ひとりのお力を、どうぞお寄せいただきますようお願いします。 

 

ぼくの孤独はほとんど極限に耐えられる   

ぼくの肉体はほとんど苛酷に耐えられる  

ぼくがたおれたらひとつの直接性がたおれる 

もたれあうことをきらつた反抗がたおれる     
 「ちいさな群への挨拶」１９５２ 吉本隆明詩集より 

事務局長  羽生（磯村）美保子 
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＜事業の目的と概要＞ 

 

 この法人は、キリスト教の基盤に立ち、女性及び青少年のリーダーシップを育て、持続可能な社

会を創造し、すべての人にとっての正義と平和を実現することを目的とする。 

（定款第 3条、第 4条より） 

 

（１） 女性及び青少年のリーダーシップを育成する事業 

（２） 個別相談等を通じて女性を支援する事業 

（３） 諸外国の言語及び文化を学習する機会を提供する事業 

（４） 日本語教師を養成する事業 

（５） 日本語学校を運営する事業 

（６）不動産賃貸等事業 

（７）その他この法人の目的を達するために必要な事業 

 

 
＜基本方針＞ 

 

   キリスト教基盤に立ち、共に生きる平和な社会を実現する。 
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Ⅰ 女性及び青少年のリーダーシップを育成する事業                                   

ボランティア事業 

 

 

 

 

  
        
    

１．平和・人権・国際・環境等社会の課題についての学習及び普及啓発と人材養成事業 

（１）社会の課題解決のために働く人材を養成する事業   

・名古屋ＹＷＣＡが依拠するキリスト教基盤の価値観を読書会で学び、番外編として「ＹＷＣＡの歴史」

の動画を見た。またクリスマスには、名古屋で長く人権問題に取り組んだ講師の話しから、私たちが取

り組む働きについて考える機会とした。 

・日本が国策として戦争に突き進んだ歴史を証言から学ぶ機会として、満蒙語り部の会を開催し、サイレ

ント・ピースアクションを行い平和な社会の実現を市民に訴えた。また、あいちトリエンナーレにおけ

る「表現の不自由展」、日韓関係の悪化、女性への暴力が注目される中、２．１１集会では日本軍「慰

安婦」問題を取り上げた。 

【プログラム】 
活動名 主催 ゲスト/講師 実施日 参加延人数 

キリスト教について語り合おう 2019 

『ナザレの人イエス』読書会 

キリスト教基盤部会 

 
 

4/17 

5/15 

6/19 

18 

キリスト教読書会番外編 

動画を見る会「YWCAの歴史」 

キリスト教基盤部会 

 
 7/17 6 

韓国フェミニズム小説 

「82年生まれ キムジヨン」読書会 
平和・国際部会  7/27 15 

YWCA-YMCA合同祈祷週集会 キリスト教基盤部会 本間優太 10/19 25 

サイレント・ピースアクション 

キリスト教基盤部

会、 

平和・国際部会 

 10/19 15 

満蒙開拓 語り部のお話を聞く会 

 「満州」二つの体験 
平和・国際部会 

寺田弘子 

前畑信男 
11/30 21 

クリスマスをともに キリスト教基盤部会 島しづ子 12/14 62 

サイレント・ピースアクション キリスト教基盤部会  12/14 15 

天皇制問題を考える2.11集会 

 日韓の狭間で小さくされた人  々
平和・国際部会 イ・ユンスク 2/11 64 

 

（２）災害被災者支援事業 

〔東日本大震災〕 

・震災を風化させず多くの人に福島の現状を知って関心を持ってもらうため、講演会を実施した。 

２０１９夏「名古屋いりゃあせツアー」 サイレント・ピースアクション こすもすの会 

https://www.facebook.com/nagoyaywca/photos/a.547407085328557.1073741825.134315226637747/1558004867602102/?type=3


- 4 - 

・２０１２年度から８回目となる保養プログラム、２０１９夏 「名古屋いりゃあせツアー」を名古屋学院 

大学との共催、名古屋ＹＭＣＡの協力により実施した。 

・震災支援のプログラムのために、チャリティコンサートを実施した。 

・日本ＹＷＣＡの行う被災者支援活動の一環である、保養ための住宅の提供と滞在者のサポートを行っ

た。 

【プログラム】 
活動名 主催 ゲスト/講師 実施日 参加延人数 

講演会 

なぜ私たちは福島に関わり続け

るのか 

3･11つながるプロジェクト 成元哲 6/22 42 

虹のかけはしチャリティコンサ

ート№17「真夏の夜のJAZZ」 
3･11つながるプロジェクト 中山静雄 他 7/19 73 

2019夏           

「名古屋いりゃあせツアー」 

2019夏 

「名古屋いりゃあせツアー」 

企画チーム 

 8/18～22 

参加者15 

ｽﾀｯﾌ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  

74 

【他団体との協働・協力】 

プログラム名 主催団体 担当 実施日 参加延人数 

3･11東日本大震災被害者追悼

式あいち・なごや2020 

3･11 東日本大震災被害者追悼

式あいち・なごや 2020実行委

員会 

3･11つながる

プロジェクト 
3/11 

実行委員会に

YWCAから1

名 

【日常活動】 

活動名 担当 回数 参加延人数 

セカンドハウス 公益財団法人日本YWCA 3 54 

 

〔台風１９号被災者支援〕 

 ・募金活動による寄付金やバザーによる収益の一部を日本ＹＷＣＡを通し、現地へ送付した。 

 ・いりゃあせツアー参加者を通じて、マスク・防塵マスク・軍手・ビニール手袋を郡山へ送付した。 

 

２．社会的に弱い立場におかれた人への支援事業 

（１）視覚に障がいを持つ人の社会参加を促進する事業  

視覚に障がいのある方が利用する「声の文庫」ＤＡＩＳＹ図書（＊注１）の作成を行った。また、視覚に

障がいのある方が美術鑑賞をすることがあたりまえのこととなるよう、鑑賞会を行うとともに、美術館主

催の鑑賞会開催のために、地域の美術館への働きかけを行った。（＊注１）デジタル録音図書の国際標準規格 

【プログラム】 
プログラム名 主催 実施日 参加延人数 

「春の交流会＆名古屋ボストン美術館の 
触図を触ってみる会＆陶芸作品を鑑賞し合う会」 

グループ アートな美 4/25 
参加者 8 

実施者 13 

愛知県立美術館鑑賞会  グループ アートな美 5/30 
会員  8  

参加者 10 

愛知県立美術館鑑賞会 グループ アートな美 6/1 
会員  12  

参加者 12 

豊田市美術館「クリムト展」 グループ アートな美 7/25 
参加者 8 

実施者 12 

あいちトリエンナーレ愛知芸術文化センター会場

個別鑑賞 
グループ アートな美 9/22 

参加者 1 

実施者 2 
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プログラム名 主催 実施日 参加延人数 

名古屋市美術館「カラヴァッジョ展」 グループ アートな美 10/31 
参加者 10 

実施者 10 

名古屋市美術館「岸田劉生展」 グループ アートな美 12/16 
参加者 14 

実施者 11 

【日常活動】 
プログラム名 主催 回数 参加延人数 

「声の文庫」、協力団体、個人依頼の録音図書等 
作成 

音声訳 グループ  
9タイト

ル 
   

クリスマスカード作成 音声訳 グループ 1 6 

 
（２）高齢者の福祉に資する事業 

高齢者が自立して生きていくために日頃から社会の動きに関心を持ち共有する読書会や手仕事やおしゃべ 

りをしながら日常の不安や課題を話し合える「カフェ」形式の場を提供した。 

【プログラム】 
プログラム名 主催 実施日 参加延人数 

学習会「自筆遺言証書の書き方」 グループ おひとり様広場 1/24 13 

 
（３）路上生活の人びとを支援する事業 

名古屋地域の支援団体とつながり、毎週１回、路上生活者に食事を提供した。夏と春の長期休みには中学 
生がボランティアとして参加し、貧困の問題に触れる機会となった。また、名古屋の地で２０年以上続く「炊 
出し」活動に協力し、毎月第３火曜日に前日の「炊出し」で使用した食器、調理用具等の洗いや片付けを行 
い、次の「炊出し」へとつなげる活動を行った。 

【プログラム】 
プログラム名 主催 回数 参加延人数 

食事と生活用品・衣類の提供 グループ スープキッチン 45回 
利用者1401 

実施者221 

NPOささしま共生会「洗い」支援  12回 89（YWCAより48） 

 

（４）日本に住む外国人を支援する事業   

名古屋ＹＷＣＡ日本語学校に学ぶ学生たちと日本語で交流する場として「おしゃべり広場」を週１回開催

すると共に、名古屋大学留学生のためのサポート活動を行った。また、「日本語サロン」を開催し、外国人が

日本語で母国のことを紹介する機会を提供すると共に、それぞれの国の文化を学ぶ機会を提供した。 

【プログラム】 

プログラム名 主催 ゲスト/講師 実施日 参加延人数 

外国人が話す日本語サロン 

「シチリアで1週間過ごしてみよ

う イタリア」 

グループ 国際交流会 

サルヴァトーレ・

ピェーディスカル

ツィ 

7/6 
参加者34 

実施者4 

【日常活動】 

活動名 担当 回数 参加延人数 

おしゃべり広場 グループ 国際交流会 32 398（実施181 利用者217）  
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【他団体との協働・協力】 
プログラム名 主催団体 担当 実施日 参加延人数 

名古屋大学留学生バザー  グループ 国際交流会 4月、10月 YWCAより20 

名古屋大学留学生登録サポート  グループ 国際交流会 4月、9月 YWCAより19 

名古屋大学 地域連絡会  グループ 国際交流会 4/26、8/9 YWCAより6 

 
 （５）ひとり親（母）家庭を支援する事業 

    日々の課題を抱え、生き延びることで精いっぱいのシングルマザーたちが、分断され、孤立し、情報からも

遠ざかっている中で、学び、楽しみ、つながることを目的に当事者も加わり、フェスティバルを開催した。 

    番外編として、親子での写真を撮ることが難しいとの要望にこたえ、母親の和装をボランティアの協力に

よって行い、ボランティアカメラマンによる撮影による写真を提供した。 

【プログラム】 

プログラム名 主催 ゲスト／講師 実施日 参加延人数 

シングルマザーのフェスティバル

Reborn 
女性部会  7/28 21 

Reborn番外編 

親子で撮影会 
女性部会  12/1 

10 

（親子2組） 

 

３．子どもや青少年の健全な心身の育成に資する事業 

若い世代が中心となり、沖縄の抱える問題や平和について学ぶ「沖縄スタディツアー」を企画した。昨年度 

行った「沖縄スタディツアー」の報告会で、参加者の感じたことをそれぞれの言葉で報告した。 

今年度はコロナウイルスの影響を考慮し、スタディツアーを次年度へ延期したが、参加者で事前学習を行った。 

【プログラム】 
プログラム名 主催 ゲスト／講師 実施日 参加延人数 

沖縄スタディツアー報告会 青少年部会  5/11 21 

沖縄スタディツアー 青少年部会 金井 創 
3/23～25  

延期 
27 

【他団体との協働・協力】 

プログラム名 主催団体 担当 実施日 参加延人数 

愛知サマーセミナー サマーセミナー 
実行委員会 青少年部会 7/15 20 

（YWCAより7） 
 

４．ボランティア養成事業 

・運営委員会では、ボランティア自らが主体となり、組織の世代交代のための運営の課題に取り組み、活動

のための調整、市民運動団体との連携、活動資金作りなどを行った。また日本 YWCA の助成により、名

古屋を会場に関西の３YWCAと共に「運営委員パワーアップ計画」として、ワンデイミーティングを行っ

た。 
・会員の交流、外部に向けての活動紹介、活動資金作り等を目的に、「まるっとOPEN DAY」「秋のバザー」

を行った。 
・名古屋ＹＷＣＡがよって立つところを学び、共に生きる社会を実現していくために、世代間交流を図る機

会を提供した。 
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【プログラム】 
プログラム名 主催 実施日 参加延人数 

まるっとOPEN DAY ボランティアネットワーク部会 6/29 63 

名古屋YWCA秋のバザー バザー実行委員会 10/4 
420 

（実施者含む） 

こすもすの会 グループ こすもすの会 7/2、12/3 35 

芸術を読む POP&ARTグループ 

6月、7月（5回） 

10月～3月（11

回）  

53 

85 

水無月コンサート グループ 歌の会ラルゴ 6/7 
82 

（YWCAより11） 

【他団体との協働・協力】 
プログラム名 主催団体 担当 実施日 参加者 

まきば訪問コンサート まきば グループ 歌の会ラ

ルゴ 7/19 48（YWCAよ

り11） 
日本YWCA「地域を主体とした

活動」四市Y「運営委員パワ

ーアップ計画第2弾」ワンデ

イミーティング 

名古屋、京都、大阪、神戸YWCA 運営委員会 11/10 

1/26 

68 
（名古屋か

ら22） 

【日常活動】 
活動名 担当 回数 参加延人数 

手芸 手芸グループ 38 183 

コーラス グループ歌の会ラルゴ 20 236 

イラスト・デザイン POP&ARTグループ 51 149 

【委員会・部会・チーム 例会】 

名称 在籍 回数 参加延人数 

運営委員会 10 12 104 

キリスト基盤部会 5 9 34 

ボランティアネットワーク部会 6 9   42 

青少年部会 15 11 65 

女性部会 5 9 50 

平和・国際部会 4 4 15 

3･11つながるプロジェクト 7 5 4 

2019夏「名古屋いりゃあせツアー」企画チーム 

（3･11つながるプロジェクト） 
7  8 44 

2019夏「名古屋いりゃあせツアー」リーダー会 

（3･11つながるプロジェクト） 
33 5 151 

2020「名古屋いりゃあせツアー」企画チーム 

（3･11つながるプロジェクト） 
13 5 30 

バザー実行委員会 5 3 15 
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【グループ活動 例会】 

グループ名 在籍 回数 参加延人数 

国際交流会 14   

Spica 3 3 16 

おひとり様広場 14 6 50 

アートな美 17 9 88 

音声訳グループ 11 9 78 

スープキッチン 5   

小さい平和の櫂 5 11 45 

手芸グループ 9   

歌の会ラルゴ 13 20 235 

旧約聖書を読む会 9 10 83 

POP&ART 5   

こすもすの会 5   

ささしま共生会炊出し「洗い」 5   

 

５．バザー実行委員会 

◇協力団体・企業等 

  （団体・企業） 

     愛農流通センター、アサヒ飲料販売株式会社、イワジン真珠有限会社、有限会社えいこく屋紅茶店、株

式会社オザキ、カゴメ株式会社名古屋支店、鹿島建設株式会社中部支店、鹿島建物総合管理株式会社中

部支社、有限会社 キスラ、中部キリンビバレッジサービス、有限会社くらしを耕す会、猿投温泉・金泉

の湯、株式会社中部朝日広告、東洋紡不動産株式会社名古屋営業所、徳川美術館、トヨタ自動車株式会

社（トヨタ博物館）、名古屋シネマテーク、ネパリ・バザーロ、株式会社ノリタケカンパニーリミテッ

ド、株式会社ハヤカワカンパニー、富士ゼロックス愛知株式会社、フジパングループ本社、古川美術館・

分館爲三郎記念館、ヘアー＆メイクポアソンレヴール、松坂屋美術館、株式会社万年堂菓舗、株式会社

名演会館 名演小劇場、名都美術館、メナード美術館、高浜市やきものの里かわら美術館、豊興業株式会

社、ヤマザキマザック美術館、野田味噌商店 
 
   ■日時：２０１９年１０月４日（金） １０:００〜１５:００ 晴れ 

   ■２０１９年度秋のバザーの目的 

    ・東日本大震災被災者支援のために 

    ・日本語学校奨学金のために 

    ・外国人子ども支援、外国人家族支援のために 

    ・発達障がいをもつ子どもの支援のために 

    ・ＤＶ被害者支援、シングルマザーと若い女性の居場所のために 

    ・平和、青少年、女性、福祉、国際交流など、地域社会に貢献するために 

    ・世界ＹＷＣＡ総会への派遣のために 

   ■体制 （総務・販売・食堂） 

     実行委員長：永山峰子 

     担当部門代表 
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      総務：ヨシミミドリ 

      食堂：長橋美保 

      販売：稲井早苗、ボランティアネットワーク部会 

      職員：下方夕子 

   ●報告 

     ①入場者数：（働き人含む）４２０名 

     ②収支差額 カッコ内は目標額 

      総務 １８７，０００円（１５万円） 

      食堂 ３４８，０００円（２５万円） 

      販売 ４４１，０００円（３０万円）   合計 ９７６，０００円（７０万円） 

 

６．その他 

（１）ボランティア体験等校外学習受け入れ 

名称 主催団体 受け入れ日 人数 

名古屋YWCAについて 名古屋女子短大山下ゼミ 6/22 15 

夏のスープキッチン 

ボランティア 
金城学院中学校YWCA 7/26、8/2 10 

冬のスープキッチン 

ボランティア 
金城学院中学校YWCA 12/20 6 

 

（２）他団体との協働・協力・集会参加等 

【賛同】 

プログラム名 主催団体 担当 実施日 参加者延人数 

あいち平和映画祭 
あいち平和映画祭実

行委員会 
運営委員会 6/16  

【署名】 

名称 呼びかけ団体 提出日 筆数 

外国人住民基本法」の制定を求める国

会請願書 
日本YWCA 12/27 63 

 

 

Ⅱ 個別相談等を通じて女性を支援する事業  [定款第 4 条（２）]                          

女性のための相談･支援事業 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講座】 

２０周年の講演会「『ほとんどな

い』ことにされている側からみた社

会の話を～私たちは性暴力とどう向

きあうか～」の講師の小川たまかさ

 

カウンセリングは新規ケース、総ケースともに減少傾向にある。 

 ２０周年講演会として、性暴力をテーマに講演会を開催した。各地で

性暴力の理不尽な無罪判決、＃ＭｅｅＴｏｏ運動の動きやフラワーデ

モの盛り上がりもあり、今までの性暴力のプログラムにはない参加者

やマスコミからの反響があった。 

 昨年度から引き続き、女性のための電話相談員養成講座のスキルア

ップ講座を開催し、その受講生から新しい電話相談員を３名増やすこ

とができ、電話相談時間を増やすことができた。また、ＤＶの親子支援

プログラムも新しいプログラムスタッフと開催することができた。 

年度末の新型コロナウィルスの影響で、２月、３月の講座やグループの

中止、外部講師や委託事業、カウンセリングのキャンセルが相次いだ。 
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開催日 プログラム・事業名 講師名 回数 人数 

5/12,13 

9/15,16 
自己尊重トレーニング 

加藤 

具 
2 延9 

6/23,24 

11/17,18 
アサーティブネストレーニング 

加藤 

増井 
2 延10 

1/20 女性のための人間関係力アップ講座 考え方を変えるコツ 増井 1 7 

1/19,2/2,16 

3/2,23 
女性のための電話相談員養成講座 WCNY 3 延30 

4/14,5/12,6/9

,7/7 

こじれた母と娘との関係を考える 

娘のキモチで考える／母のキモチで考える 

加藤 

増井 
2 延11 

4/25,6/27,8/2

2,10/24,12/19 

2/27 

DVからの回復ワークショップ「『不安』をケアしよう」「『悲しみ』

をケアしよう」「からだをケアしよう」「私をケアしよう」 
WCNY 4 延7 

4月～3月 ケースカンファレンス 井上摩耶子 4 36 

通年 女性のためのカウンセリング WCNY 571  

通年 
「パープルサポート」 

寄付によるDV・性暴力・虐待被害者のための無料カウンセリング 
WCNY 29  

通年 託児   12  

【外部講師】 

日程 タイトル 主催 回数 人数 担当 

4/26 
コミュニケーションで人づきあいが楽に

なる！考え方、伝え方のコツ 

NPO法人ミューぷらん・お

おぶ 
1 32 加藤 

4/9,5/8,6/12 

7/10,8/18,9/1

1,11/13,12/11

1/8,2/26,3/11 

千草寮 職員研修 

自己尊重トレーニングワーク 

スーパービジョンなど 

岐阜県 千草寮 11 88 加藤 

5/8 フェミニストカウンセリングについて 
名古屋音楽大学音楽科 

音楽療法専攻 
1 16 具 

5/10,24 職員研修 考え方のクセを変えるコツ 岐阜市女性センター 2 60 加藤 

5/15,29,6/12,

26,7/10 
自己尊重トレーニング フレンテみえ 5 154 増井 

6/12 
一緒に働く夫婦がいい関係でいる方法

（夫が自営業の女性へ） 
アイセル２１ 1 7 具 

7/2 
恋愛と暴力？～デートDV・性的同意につ

いて知る～ 
愛知県庁／愛知みずほ大学 1 120 具 

7/4 
高校生がかかわるDV～恋愛・デートDVと

性暴力～ 

愛知県庁／ 

愛知県立岡崎高等学校 
1 80 具 

7/8 
家族のかたち 現代の家族をめぐる問題

は？～DV・虐待等の現状～ 
名古屋市教育委員会 1 10 増井 

7/12 DVについて理解しよう 東三河看護専門学校 1 40 近藤 

7/16 
石川県DV相談員等育成研修 

DV被害者への支援と対応 
石川県女性センター 1 37 増井 

5/22,7/24,9/2

5,11/27 
大府市女性相談員ケース検討・SV 

NPO法人ミューぷらん・お

おぶ 
4 21 具 

7/31 
DV被害者支援担当者研修会 

DVに関する電話相談・面接相談の技法 
岐阜県女性相談センター 1 50 増井 
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日程 タイトル 主催 回数 人数 担当 

9/3 DV理解講座 
愛知県庁／名古屋文化学園

保育専門学校 
1 20 加藤 

9/4,11 
私を大切にするために 

自己尊重トレーニング 

知多市男女共同共同参画セ

ンター ウイズ 
2 28 具 

9/4,18 

ST0P DV講座 

暴力をする人ってどんな人？／こころと

体への影響／暴力が子どもに与える影響 

暴力からの回復 

NPO法人ミューぷらん・お

おぶ 
2 40 

近藤 

増井

具 

加藤 

10/3 
自己尊重トレーニング～私は私らしく、

もっと自分を好きになる 
ミューいしがせ 1 15 具 

10/5 私のことは私が決める 
愛知県庁／NPO法人豊川共

生ネットみらい 
1 9 加藤 

10/9 女性のための傾聴講座 半田市役所 3 43 増井 

10/10 DVについて 愛知県庁／田原市役所 2 28 具 

10/11 安城市役所DV職員研修 愛知県庁／安城市役所 1 60 加藤 

10/15 
お互いを大切にすること 

～デートDVについて考える～ 

愛知県庁／名古屋デンタル

衛生士学院 
1 62 増井 

10/21 DV理解講座 
愛知県庁／愛知みずほ短期

大学 
1 30 加藤 

10/23 
お互いを大切にすること 

～デートDVについて考える～ 

愛知県庁／ 

愛知県立新城高等学校 
1 153 増井 

10/10 DVについて 田原市立田原福祉専門学校 1 40 具 

11/12,19 

自己尊重トレーニング講座 

わたし、おんなだから…わたし、おかあ

さんだから… 

豊川共生ネットみらい 2 33 増井 

11/14 
DVが子どもに与える影響～私たちにでき

ること 
愛知県庁／半田市役所 1 38 具 

11/22 
女性のためのセルフディフェンス～ここ

ろとからだを守る、安全護身・心術 
名古屋音楽大学 1 13 具 

11/24 

キラッとよた 男女共同参画セミナー 

子どもの虐待とDV～愛情という名の下で

起きている家族の問題 

とよた男女共同参画センタ

ー 
1 35 具 

11/29 DVについて理解を深める 
愛知県庁／ 

半田常滑看護専門学校 
1 46 近藤 

12/2 

デートDVへの理解 

お互いを尊重する関係でつきあおう 

～思春期の交際・恋愛・デートDV 

豊橋市役所／ 

豊橋市立豊橋高等学校 
1 130 具 

12/4 

蒲郡市デートDV防止講演会 

お互いを尊重する関係でつきあおう 

～思春期の交際・恋愛・デートDV 

蒲郡市役所／ 

愛知県立三谷水産高等学校 
1 500 具 

12/11 私の怒りとのつきあいかた 
知多市男女共同参画センタ

ー 
2 48 増井 

12/12 
DVについて理解を深める～DVの実態とそ

の影響、被害者への対応 

愛知県庁／ 

公立西知多看護専門学校 
1 31 具 

12/13 
お互いを尊重する関係でつきあおう 

～思春期の交際・恋愛・デートDV 

名古屋市教育委員会／ 

名古屋市立商業高等学校 
1 320 具 

12/18 お互いを尊重する関係でつきあおう 愛知県庁／同朋高校 1 462 具 
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日程 タイトル 主催 回数 人数 担当 
～思春期の交際・恋愛・デートDV 

12/19 岐阜県DV被害者支援研修 岐阜県千草寮 1 12 加藤 

12/20 DVについて理解を深める 
愛知県庁／ 

愛知県立豊田西高等学校 
1 96 近藤 

1/21 

健康で輝く私をめざして～ココロとカラ

ダをみつめながら② 私のココロとカラ

ダ～ジェンダーの視点から考える～ 

名古屋市中村生涯学習セン

ター 
1 15 増井 

1/30 
DV家庭に潜む児童虐待の危険性 

～子どもがDV家庭で育つということ～ 

碧南市／碧南市要保護児童

対策協議会 
1 130 具 

1/30 

DV防止及び児童虐待の早期発見・拡大防

止に向けた関係機関の連携と中長期支援

について 

宮城県庁 1 46 増井 

2/7 
DVについて理解を深める～DVの実態と影

響、被害者への対応」 

愛知県庁／ 

藤田医科大看護専門学校 
1 41 具 

2/10 
お互いを尊重する関係でつきあおう 

～思春期の交際・恋愛・デートDV 

豊川市役所／ 

豊川工業高等学校 
1 240 具 

2/13 

デートDVへの理解 

お互いを尊重する関係でつきあおう 

～思春期の交際・恋愛・デートDV 

豊橋市役所／ 

豊橋高等学校 
1 280 具 

3/13 職員向けDV研修 長久手市役所 １ 30 加藤 

【受託事業】 

日程 内容 委託団体 回数 人数 担当 

4月－3月 豊川市女性悩み事相談 豊川市役所 21 
59ケ

ース 
加藤 

4月－3月 鈴鹿市女性悩み事相談スーパーバイズ 鈴鹿市役所 12 48 増井 

4月－3月 DVサポートグループひまわり 名古屋市役所 20 
延 

30  
WCNY 

随時 名古屋市親子カウンセリング   〃 1組 延6回 WCNY 

8月－1月 DV親子支援プログラム（小4～中1）   〃 6 
延 

23  
WCNY 

11月－3月 DV親子支援プログラム（小1～小3）   〃 7 
延 

54  
WCNY 

4月－3月 電話相談ホットライン  24 
299ケ

ース  
WCNY 

【協力・共催】 

日程 内容 主催 

8/24,25,26 教育訓練中級研修「CRグループ」 日本フェミニストカウンセリング学会 

4月～3月 

（12回） 
名古屋市親子カウンセリング   名古屋市役所 

12月～1月 自主CRグループ 自主CRグループあさがお 

3/12,23 フラワーデモ打ち合わせ フラワーデモ関係者 
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Ⅲ 諸外国の言語及び文化を学習する機会を提供する事業  [定款第 4 条（３）]     

１．語学・教育事業 

   今年度は週３９クラス１８３名でスタートした。この２０年のレギュラークラスの生徒総数推移のデータを

見ると、過去１５年間は毎年平均８名～２０名減少していたが、２０１６年からの５年間はプラスに転じ、年

５，６名増加した。それにより、２０２２年までに２１０名を目指す計画であるが２０１９年３月には２００

名を超えるまで数字が回復した。生徒数の増加の大きな原因としては受講生の継続率を上げる努力をしたこと

にある。今後も講師と協力し、生徒のニーズを聞きながら世界情勢などの社会課題や、芸術・教養を高める授

業を模索していきたい。 

また今年度のもう一つの特色としては、専門学校の委託で留学事前英語研修も始めたことや、英検対策ク

ラスの開講で、学生の受講が増えたことが挙げられる。現在は学力の高い学校の生徒が多いが、今後は幅の広

い学生が来るクラスを発展させ、若い受講生の増加に努めたい。 

 

【開催プログラム】                                    ※ 登録人数 

開催日 プログラム名 クラス・講座名 講師名 回数 延人数 

年間 
レギュラークラス 

（40クラス）※ 
パンフレット参照 パンフレット参照  ※202  

年間 
プライベートレッ

スン 

英検プライベート、通訳プライ

ベート、他 

テレサ・フジタ、二木路

代、他 
94 94 

年間 
セミプライベート

レッスン 

美容留学前研修、金城 GTEC ク

ラス、金城SP、他 
テレサ・フジタ、他 53 209 

年間 
SAPL プライベート

レッスン 
英語、フランス語、スペイン語 石垣裕子、西村恵美子 95 95 

年間 
アレクサンダー・レ

ッスン 

アレクサンダー・テクニーク個

人レッスン 
やつかりょうこ 13 13 

4/17,5/22,7/17

8/28,9/18 
短期講座 

StepUp 医療通訳講座（5 回講

座） 
立花みどり 5 29 

12/6,12/20,1/1

7,2/7,2/21 

(3/6 未開催) 

短期講座 
英語ニュース・リスニング入門 

(6回講座) 
澁澤幹子  5 25 

10/18,11/1,15,

12/6,20,1/17 

31,2/7,21 

（3/6未開催） 

短期講座 
英会話「音まね」集中レッスン 

(10回講座) 
澁澤幹子 9 47 

1/19 英語サロン 
「ハリーポッターだけじゃな

い J.K.Rowling のすべて」 
マイケル・クルーズ 1 27 

※2019年度から固定セミプライベートレッスン（４クラス11名）をレギュラークラス数に含める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライティング上級 

（アナ先生） 

 

Ｔｉｍ先生 定年セレモニー 

～２５年間ありがとうございました～ 
 

発達障がいの子どものための 

支援者養成講座（山下先生） 
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２．個別に配慮が必要な子どもを支援する事業 

個別学習支援「タノシーム」は、土曜日のレギュラークラスの人数が減り、英語のニーズが増えつつある。

国語・算数の講師のクラスでは、小学生を対象としているが、中学生でも基礎的な学習内容の支援についての

ニーズがあり、開催することとした。 

例年開催の山下直樹講師の発達障がいを学ぶ講演会は７年目を迎え、過去最高の参加者を集めた。 
 今年度より３回連続講座の「支援者養成講座」を開始し、定員を超える参加者の申し込みがあった。また、

９月には同講師との共催でシュタイナーの音楽療法をテーマに講座を開催した。 
保護者向け個別相談「ポルカ」では、回数は少ないものの発達障害の子どもの将来に関する相談のニーズを

感じた。 
    

【開催プログラム】 
開催日 プログラム名 テーマ 講師名 回数 延人数 

年間 子ども支援 
学習につまずきのある子どもの

勉強室「タノシーム」 
石垣裕子、大川 司 86 86 

年間 子ども支援 「タノシーム」面談 石垣裕子、大川 司 5 5 

7/31～8/3 子ども支援 「タノシーム」夏休み集中 石垣裕子、大川 司 10 10 

3/26～29 子ども支援 「タノシーム」春休み集中 石垣裕子、大川 司 8 8 

年間 子ども支援 
直樹先生の個別子ども発達相談

室「パティオ」 
山下直樹 2 2 

年間 子ども支援 保護者向け個別相談「ポルカ」 大川司 3 3 

6/1,15, 

7/6 

子どもの発達障がいを

学ぶ 

① 発達障がいの子どもにとっ

ての「気持ちのコントロー

ル」 

② 発達障がいの子どもにとっ

ての「聞く」「話す」「伝える」 

③ 大切な３つの「感覚」を育て

る「わらべうたと遊び」の秘

密 

山下直樹 

（名古屋短期大学） 
3 255 

9月8日 
シュタイナーから学ぶ

治療教育＆音楽療法 
 山下直樹、竹田喜代子 1 30 

9月-12月 子ども支援養成講座 

① 子どもの行動をどう観るか 

② 感覚から子どもの困難を理

解する 
③ アセスメントのための聴き

方 

山下直樹 

（名古屋短期大学） 
3 68 

1月 
子ども支援養成講座フ

ォローアップ 
子どもとどう関わるか 

山下直樹 

（名古屋短期大学） 
1 9 

 
 

Ⅳ 日本語教師を養成する事業  [定款第 4 条（４）]                                   

１．日本語教師養成事業 

コース内容の見直し、履修方法の選択肢の幅を広げたこと、また、外国人受入れ拡大により日本語教師への

関心が高まったことを理由に、受講生数が大幅に増加し好調であった。 

短期講座は、日本語教育能力検定試験対策講座のみを実施し、日本語教育能力検定試験の合格率（約７０％）

も上昇した。また、地域ボランティア養成講座への講師派遣、大学への講師派遣も前年度同様、好調であった。 
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【開催プログラム】 

開催日 プログラム名 回数 延人数 

4月～3月 日本語教師養成講座 個別相談会 44回 44 

4月～通年 日本語教師養成講座  182回 

62（前期登録者

数） 

70（後期登録者

数） 

4月20日 

開講講演「日本語教育文法から見た「は」と「が」 

  －「は」と「が」はこんなに簡単だった！－」 

講師：庵功雄一橋大学教授 

１回（2時間） 114（参加者数） 

8月～ 日本語教育能力検定試験対策講座 講師：横井,中本他 12回（20時間） 279 

【外部講師・委員】 

地域名 時期 参加者数 

知多市国際交流協会 6月30日、7月7日、14日、21日、28日 29 

可児市国際交流協会 9月22日 18 

みよし日本語サークル 9月25日 24 

日進市国際交流協会 10月25日 20 

豊川市国際交流協会 10月27日 21 

西尾市国際交流協会 12月1日、8日、15日 47 

NIC日本語の会 12月1日 10 

一宮市国際交流協会 12月6日、13日 32 

知多市にほんごの会 2月15日 22 

【修了生の進路】（２０１９年４月～２０２０年３月） 計２９名 

プライベート 11件 学校・研修生 非常勤 専任 12件 海外 
2

件 
進学 

4

件 
（申し込み学習

者国籍） 

コロンビア 

シリア 

イタリア 

日本 

アメリカ 

中国 

韓国 

バングラデシュ 

ブラジル 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

名古屋YWCA学院日本語学校 

名古屋YMCA日本語学院 

ラング 

名古屋観光専門学校 

名古屋経営会計専門学校 

愛知文教大学 

日本福祉大学 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

 

南陽師範大学 

東京健康科学大学

ベトナム 

1 

 

1 
 

名古屋外国語大学  

 
 

 

4 

 

 

 

 

 ＊２０１９年度講師登録者６名 ２００４年度登録開始現在４６１名 

日本語教師養成講座 新科目：ろう者の日本語教育 
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【教育訓練給付制度対象講座】 

本科Ⅱ（2018年10月指定） 2018年10月 ～ 2021年9月 

【教育訓練給付制度利用者数推移】 

年度 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

本科Ⅱ 
13 

(夜) 

0 

(昼) 

７

(夜) 

2 

(昼) 

13 

(夜) 

不指

定 

不指

定 
2 3 0 3 5 5 0 

1年 0 2 1 3 1 1 0 0 0 2 0 ＊ ＊ ＊ 

秋1年 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 0 0 0 ＊ ＊ ＊ ＊ 

【科目履修申し込み者数推移】 

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

延人数 9 14 30 21 53 43 28 29 49 18 21 8 

 

２．日本に住む外国人の子どもを支援する事業 

子ども日本語教室「ガリ勉クラブ」と学校のための日本語準備クラスＧＰＣを合わせ、外国人子ども・家族

支援事業「名古屋ＹＷＣＡグローバルスクール」とし、包括的な支援体制の実施を試みた。特に、前年度まで

増加の一途を辿っていた、教育につながっていない不就学生（過年度生・学齢超過生）への支援体制を見直し、

教科クラスの導入、学習内容強化などを行った。教科クラス（数学クラス）では、教材作成も行った。今後、

日本語教育を基盤とした支援とそこに付随する生活面を含む支援、経済的に困難な状況にある子どもへの支援

などを精査、整理し、活動の方向性と実施方法を検討していく必要がある。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グローバルスクール】  

２０１９年度 支援型クラス  愛知県国際交流協会学習支援基金交付事業 

教室名／生徒登録者数  1学期 2学期 3学期 夏休み 冬休み 

子ども 

日本語 

クラス 

小中学生クラス 24 30 30 

30 21 
高校準備クラス 7 12 11 

高校生昼間クラス 17 13 14 

高校生夜間クラス 20 12 10 

教科 
教科クラス（基礎）  8 11 5  

教科クラス（応用）  7    

＊夏クラス遠足では、映画鑑賞を行った。冬休みクラスでは、スピーチコンテストを行った。 

その他、通常クラスでは、先輩の話を聞く会などを実施した。 

 

スピーチコンテスト 教科クラス（数学クラス） テキスト 
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２０１９年度 学校型クラス（教壇型授業） 

 

【ガリ勉奨学金】   参加費免除 ６名  

 【ボランティア登録】 年間４７名 

 【ガリ勉家庭教師】  年間４名 

【その他の活動】サポーター研修会・進学相談会 

開催日 内容 相談者数 

8月3日 進学ガイダンス 15 

9月5日 進学相談会 5 

10月10日 進学相談会 2 

11月7日 メッセナゴヤ異業種交流展示会（就労支援） 6 

 

３．日本に住む外国人生活者を支援する事業 

外国人子育てサポート教室「バンビーナ」は、「名古屋ＹＷＣＡグローバルスクール」に含め、「ファミリー

クラス」として、例年通り託児付日本語教室を開催した。活動も安定し、参加者は増加の一途をたどっている。

子ども日本語クラスの保護者の参加があり、包括的な支援としても少しずつ進んでいる。名古屋市中区との連

携、他団体からの連携依頼もあり、地域づくりに資する活動も行えた。                  

開催月 プログラム名 回数 レベル／対象 人数 

5月～6月 
日本語集中クラス 

19 Step2 4 

19 Step3 6 

小学生セミプライベート 18 小学6年生 4 

6月～8月 
日本語集中クラス 

12 Step1 4 

18 Step2 2 

18 Step4 4 

小学生セミプライベート 18 小学6年生 4 

9月～10月 
日本語集中クラス 

19 Step1 7 

19 Step2 5 

小学生セミプライベート 18 小学６年生 4 

11月～12月 
日本語集中クラス 

19 Step１ 6 

19 Step2 5 

19 Step３ 5 

小学生セミプライベート 18 小学６年生 4 

1月～3月 

日本語集中クラス 19 Step1.5 3 

小学生セミプライベート 10 小学6年生 4 

進学サポートクラス 

（高校受験のための日本語／教科指導） 
13 過年度生 6 
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【ファミリークラス 子育てと生活の日本語教育】 ２０１９年度  

外国人父母のための日本語教室 学期 人数 

ファミリークラス 

(託児あり) 

1ターム 15 

2ターム 17 

3ターム 20 

 

 

Ⅴ 日本語学校を運営する事業  [定款第 4 条（５）]                                   

日本語学校事業 

■本科コース 

・開校３０周年記念として、「にほんご学びな祭」と銘打ち１２の無料日本語クラスを行った。 

またホームぺージも一新した。 

   ・春・秋学期とも前年ほぼ同様の学生数（４クラス）で好調を維持した。出身は延べ１７の国と地域であっ

た。在留資格は、定住者が全体の３割で最も多く、次いで家族滞在、日本人配偶者と日本に長期滞在する

外国人がほとんどを占める一方、留学生は１人に留まった。今期も日本人（海外育ち）が学生数の１割を

超え、多種多様な背景を持つ学生が多く集まった。 
   ・２０１９年度も積極的に他機関との連携に力を入れた。７月は、学童保育「はこぶね」、２月には県立熱田

高等学校で学生が自国の文化などを紹介、交流した。 
   ・就職支援活動を始め、面接講座を開講、就職支援会社との面接会を行った。 
   ・新型コロナウイルス感染症の影響により３月は自由登校とし、卒業式も規模を縮小して行った。 
   ・秋学期より２５年ぶりに授業料の値上げを行った（愛知県私学振興室承認済） 
 

■別科コース 

・別科は年間延べ３６４名の学生が受講し、復調傾向にある。午後のクラスの人数の減少が著しいのは、ア

ルバイト時間を多く確保したい学生の増加と分析している。更に原因の分析を進め対策を行う。 
   ・冬学期の３月開講クラス（６０クラス）については、新型コロナウイルス感染症の影響で休止し、 

２０２０年度に振り替えた。 
   ・日本語能力試験対策コースを年間２回開講した。前年比１６４％の学生が受講し、好調である。 
 

■日本語学校奨学金 

・春学期は、アメリカ、ブラジルの学生、秋学期はフィリピン、インド、中国、カナダ出身の学生に給付し

た。毎月１５,０００円、期間は６か月間である。 
・難民奨学金は国連ＵＮＨＣＲ協会からの推薦者がおらず支給しなかった。国連難民高等弁務官事務所駐日 
事務所、国連ＵＮＨＣＲ協会と協議し、今後は、難民か難民に類する査証を持つ人に加え、国際保護を必 
要としている人（主にシリア難民）も対象に加えることになった。 

    
■本科コース 
コース名 学期 期 間 時間数 クラス数 学生数 国籍 

本科一年課程 
春 2019年4月～9月 400 4 30 14 

秋 2019年10月～2020年3月 400 4 34 13 
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【プログラム】 

学 期  行 事 

春学期 

4月2日 春期コース入学オリエンテーション・クラス分け試験 

5月24日 遠足（愛知県陶磁器資料館） 

7月19日 スピーチコンテスト 

8月1日～30日 夏休み 

9月17日～20日 

9月26日 

期末試験 

前年度秋期コース卒業・修了式 

 9月27日～10月9日 秋休み 

秋学期 

10月10日 秋期コース入学オリエンテーション・クラス分け試験 

12月16日 健康診断 

12月13日 交流パーティー 

12月23日～1月4日 冬休み 

3月2日～6日 

3月１日～18日 

3月15日 

期末試験 

自由登校（新型コロナウイルス感染症対策） 

春期コース卒業・修了式 

 

■別科コース 

学期 コース名 期 間 時間数 クラス数 学生数 合計 国籍 

春 

別科 午前 
2019年4月～7月 

69 6 48 
92 25 

別科 午後 69 3 44 

能力試験対策 4月～6月 20 3 28 28 14 

夏 夏期集中 7月～8月 69 4 34 34 13 

秋 

別科 午前 
9月～12月 

69 7 62 
91 22 

別科 午後 69 4 29 

能力試験対策 9月～11月 20 3 31 31 13 

冬 
別科 午前 

2020年1月～3月 
69 7 52 

88 21 
別科 午後 69 5 36 

 *冬学期別科は３月の６０レッスンを新型コロナウイルス感染症対策のために２０２０年度に振り替えた。 

 

  
 

 

 

 

本科交流パーティー ３０周年記念のポスターの前の講師 
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Ⅵ 不動産賃貸等事業  [定款第 4 条（６）]                                         

不動産賃貸事業 

１．不動産賃貸事業 

今年度は一部テナントの退去があり、９８％の稼働率となった。支出においては、予定通り、エレベータ

ー２基の修繕工事や２階事務室のＬＥＤ工事を行った。その結果、この事業の主たる目的である公益目的事

業へのみなし寄付は前年より増加し、１，６００万円となった。ＹＷＣＡビルは、築後３０年が経過してお

り、今後も様々な設備の取替や、修繕が予想される。長期修繕計画のもと、特別修繕積立金を活用しながら、

管理、運営を行っていく予定である。 

 

２．外部会議室利用 

 

利用回数（のべ） 利用人数（のべ） 利用団体数 

外部 

（注➀） 

運営協力

（注➁）    
合計 外部 運営協力 合計 外部 運営協力 合計 

ビッグスペース 15 3 18 1,062 27 1,602 15 3 18 

会議室 84 43 170 1,369 513 3,484 84 43 170 

（注➀）非営利・営利の個人及び団体等  （注➁）施設維持の協力団体 

 

Ⅶ その他 この法人の目的を達するために必要な事業  [定款第 4 条（７）]        

■広報・新聞委員会 

（１）新聞委員会 

   名古屋ＹＷＣＡの活動を幅広く知ってもらうため、またＹＷＣＡの会員の情報の共有のために、２ヶ月 
  に一度Ａ４版８頁の機関紙を発行し、１回につき約４５０の個人・団体に発送した。 
  ◇機関紙 広告協力企業等 

    愛知国際病院、恵沢法律事務所、司法書士事務所ひらら、ヘアー＆メイクポアソンレヴール 
    ◇機関紙配布先 
    会員・会友、賛助会員、各市ＹＷＣＡ、関係団体、クラス生徒・講師、講座・プログラム参加者 
 

発行月 
記事内容 

1･2面 3･4面 5･6面 7･8面 

4･5月号 ・今月の聖句 
・子どもの育ちを保障

するために（山下直

樹） 
・新運営委員長ご挨拶

（永山峰子） 
・2018 年度全体集会報

告 
・会費納入のお願い 
・2019年度運営委員 

・第45回天皇制問題を

考える2．11集会 講

師：鈴木裕子 

・SNSでできること講座

（広報委員会） 
・聖書に聞く（草地大

作） 
・教えてMIHOちゃん 
 

・BOOKフェス報告 
・WCNY 

・語学・教育部 

・日本語学校 
・日本語教育セミナー 
・からしだね（城間瑚

海） 
・理事会報告 
・運営委員会報告 
・新入会員 
・寄付者 
・寄付のお願い 
・次期理事候補募集 
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発行月 
記事内容 

1･2面 3･4面 5･6面 7･8面 

6･7月号 ・今月の聖句 
・青少年部会 沖縄ス

タディツアー（石田

紗也香） 
・4市 YWCAの取り組み

（運営委員会） 
・沖縄スタディツアー

報告会（柘植みのり） 

・第63回国連女性の地

位委員会（CSW）参加

報告（森 麻貴） 
・音声訳グループが国

会図書館へのデータ

提供をはじめました

（堀尾純子） 
・聖書に聞く（草地大

作） 
・まるっとOPEN DAY予

告（ボランティアネ

ットワーク部会） 

・寄付キャンペーン 

名古屋いりゃあせ

ツアー 
・虹のかけはしチャ

リティーコンサー

ト予告 
・バザー予告 
・WCNY 

・語学・教育部 

・日本語学校 
・日本語教育セミナー 
・からしだね（嘱託職

員 河瀬菜緒美） 
・評議員会報告 
・理事会報告 
・運営委員会報告 
・新入会員 
・賛助員、寄付者 
・寄付のお願い 
・部会メンバー募集 

8･9月号 ・今月の聖句 
・南京と名古屋の市民

の友好交流を（徳弘

康代） 
・2019年度体制 
 新代表理事（加藤佐

紀子）、新総幹事（磯

村美保子） 
・公開防災講演会予告

（会館管理委員会） 

・3･11 つながるプロジ

ェクト「講演会 な

ぜ私たちは福島に関

わり続けるのか」（講

師：成元哲ソンウォン

チョル） 
・歌の会ラルゴ 水無

月コンサート報告

（宮治陽子） 
・聖書に聞く（草地大

作） 
・教えてMIHOちゃん 

・まるっとOPEN DAY

報告（柴田美紀子） 
・秋のバザー予告 
・WCNY 

・語学・教育部 

・日本語学校 
・日本語教育セミナー 
・からしだね（疋田絵

津） 
・評議員会報告 
・理事会報告 
・運営委員会報告 
・新入会員 
・賛助員、寄付者 
・夏期休館のお知らせ 
・寄付のお願い 

10・11月号 ・今月の聖句 
・韓国フェミニズム小

説の流れ（崔正美） 
・3･11 つながるプロジ

ェクト「いりゃあせ

ツアー報告」（蓮尾陽

子）、虹のかけはしチ

ャリティーコンサー

ト報告（永山峰子） 

・名古屋YWCA学院日本

語学校30周年を迎え

て（谷山文子） 
・消防訓練＆公開防災

講演会（講師：福和伸

夫） 
・聖書に聞く（草地大

作） 
・合同祈祷週予告 

・グローバルスクー

ル遠足（グルン ク
リスト） 

・クリスマス、WCNY20

周年記念講演会予

告 
・WCNY 

・語学・教育部 

・日本語学校 
・日本語教育セミナー 
・からしだね（野口智

子） 
・理事会報告 
・運営委員会報告 
・新入会員 
・賛助員、寄付者 
・寄付のお願い 
・BOOKフェス予告 

12･1月号 ・今月の聖句 
・クリスマスメッセー

ジ「神はすべての人

と共に」（田中眞希

子） 
・WCNY20 周年記念講演

会（具ゆり） 
・合同祈祷週「リーダー

シップ・学び愛」（日

高伴子） 

・グループ活動紹介 
アートな美（平川幸

子） 
・沖縄スタディツアー 
寄付のお願い 

・2.11集会予告 

・「原発があって幸せで

すか」に参加して（赤

澤ヒロ子） 
・BOOKフェス予告 
・おすすめMIHOちゃん 

・秋のバザー感謝報

告（永山峰子） 
・クリスマス寄付の

お願い 
・WCNY 

・語学・教育部 

・日本語学校 
・日本語教育セミナー 
・からしだね（水野二

三子） 
・理事会報告 
・運営委員会報告 
・新入会員 
・寄付者 
・冬期休館のお知らせ 
・寄付のお願い 
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発行月 
記事内容 

1･2面 3･4面 5･6面 7･8面 

2･3月号 ・今月の聖句 
・名古屋YWCA学院日本

語学校の30年（西田

文乃） 
・クリスマスをともに 

報告（岡田淳子） 
・3･11 つながるプロジ

ェクト 9回目、そし

て最後の「名古屋い

りゃあせツアー」（夏

目とよ子） 

・満蒙開拓 語り部の

お話を聞く会（永山

峰子） 
・2階ロビーリニューア

ル（会館管理委員会） 

・聖書に聞く（草地大

作） 
・おすすめMIHOちゃん 

・BOOKフェス予告 

・2.11集会予告 

・WCNY 

・語学・教育部 

・日本語学校 
・日本語教育セミナー 
・からしだね（戸川正

広） 
・理事会報告 
・運営委員会報告 
・新入会員 
・寄付者 
・寄付のお願い 

 

（２）広報委員会 

・名古屋ＹＷＣＡのオリジナルグッズを販売することを考える年とした。 

 地域ＹＷＣＡにエプロンの広報をし、甲府ＹＷＣＡから１３枚、熊本ＹＷＣＡから１０枚の注文があった。 

・例年通り「活動紹介パンフレット」Ａ４二つ折りを制作。バザーで配布した。 

 

【ファン活応援団】（職員有志で結成 メンバー：下方、西田） 
「名古屋ＹＷＣＡのファンを増やす」「ＹＷＣＡの活動の応援を通し、人と寄付が名古屋ＹＷＣＡに集まる 
仕組みを作る」ことを目的に2016年度から始めた。 
今年度は「ＢＯＯＫフェス」を会員主体で行うことを運営委員会に打診したが、引き続きファン活応援団 
で実施することになり、企画した。しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となった。 

 
ａ．ＢＯＯＫフェスＶｏｌ．４（延期） 

＜ボランティア＞ 名古屋学院大学の学生６名（ボランティア演習で参加） 
    ＊ＢＯＯＫフェス延期のため、本の整理と仕分け、古本を売るための動画制作を行った。 
ｂ．コストコフェア 
７月１９日（金）虹のかけはしジャズコンサート協賛  

１４，４５０円を３・１１つながるプロジェクトへ寄付 

    
【無料法律相談】 

   日時：第２木曜日午後   回数：８回   相談件数：１１件 

   活動内容：恵沢法律事務所の協力を得て、月１回、各１時間３コマを実施した。 

 

■会館管理委員会 

  多くの人が気持ちよく利用出来るよう、日常的な会館の維持・管理・運営を行った。 
 

【修繕工事】 

・エレベーター改修工事 

・消防設備改修工事 

・ＬＥＤ化工事（２階、３階、４階） 

・地下駐車場シャッター工事 

・屋内階段補修工事（８階～屋上） 

・４０２号室、改修工事（ＷＣＮＹ用） 

・２階ロビー改修工事（金城学院大学生活環境学部弓立順子教授ゼミとの協働） 

・屋上シール部分改修工事 
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【その他】 

  ・不審者の侵入に備え、ＡＬＳＯＫ警備システムを設置した。 

  ・５月より新電力（みんな電力）へ切り替えた。 

・９月６日（金）に避難訓練及びテナントの防災講演会（防災担当者との防災会議を兼ねる）を行った。 

第１部  約１４０人参加 火災による避難訓練。点呼後、放水、消火器訓練を行った。 

第２部 ６４人参加 名古屋大学 福和伸夫教授よる講演会を行った。テーマは「本当のことを話し本

気で実践して必ず来る震災を乗り越える」。一般人、近隣の防災担当者などの参加もあり、委員

会として公益性に寄与する活動となった。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■会員・会友 

 ◇２０２０年３月末   会員数  １９７人       会友数  １３人 

 

■賛助会員 

 ◆法人  ４社 
      鹿島建物総合管理株式会社中部営業所、税理士法人Ｔ＆Ｌ中事務所、中部キリンビバレッジサービス

株式会社、イワジン真珠有限会社 
 ◆個人  １５名 

      河野登喜子、子安愛子、谷川いづみ、桑原晶子、馬上典久、大橋玲子、林正弘、鶴崎祥子、佐尾三保

子、小谷治郎、田村敏江、安田寛子、門田一美、杁山逸子、匿名１名 

 
■寄付 
 ◆寄付者 

  （個人 ＹＷＣＡ会員含む） 
      青木信子、青木浩子、青木美知子、青木美和子、浅井みどり、芦本吉隆、安達正樹、荒川佳都子、荒

川彩美、荒川真萌、荒川ゆり子、安藤孝子、安藤豊子、飯野充子、池上昌子、石原明枝、和泉幸枝、

磯貝真紀、磯村美保子、伊藤英子、伊藤まり子、伊藤洋子、猪村礼子、杁山逸子、岩城真吾、岩田え

り子、岩田玲子、岩本佐恵子、臼井ひさこ、臼田治子、遠藤清美、大久保素子、大橋玲子、大矢里

美、岡田淳子、小長覚子、片桐妙子、加藤佐紀子、上村桂恵子、河合容子、川瀬節子、河野芳江、菊

池八穂子、吉野瞳子、木村繁子、具ゆり、久志本清代、轡田容子、國枝京子、國島孝子、倉地節子、

栗山義久、黒部紘子、桑原晶子、越野太雅、小谷治郎、小谷充子、後藤尚子、後藤聡子、小林久子、

小林聡、小林雄二、小松友子、小宮一子、子安愛子、小山弥寿治、小山玲子、近藤真由美、近藤八津

子、近藤美智世、佐尾三保子、坂英子、坂井瑛子、坂井文子、酒井美智子、坂田昌子、重原厚子、七

野嘉子、渋谷恒子、島内忠治、下方夕子、鈴木しず子、諏訪昭子、祖父江カースティ、成元哲、高橋

紀久子、田中千穂、田中万寿、谷川いづみ、田村敏江、鶴崎祥子、遠山香、杤久保澪子、豊田江美、

長縄光子、長橋美保、中村紀子、中村寿子、永山峯子、夏目満雄、夏目とよ子、西田文乃、西山節

子、朴亜紀子、朴貞蘭、橋本りゑ子、蓮尾陽子、林正弘、林操枝、土方千保、平野直子、舟橋麻紀、

会員・会友・賛助会員・寄付・助成金等 
9月6日 防災講演会 1月6日 2階ロビー改修披露パーティー 



- 24 - 

星野美千代、真木芳子、増田千恵、町田雅子、松村真理子、間宮由貴江、水谷光一、三宅ゆかり、水

谷廣子、水野不二雄、宮内貞子、宮治陽子、馬上貴美子、森瞳、安田寛子、柳忠敬、山崎京子、山田

元恵、山田照子、山本明代、横井邦子、横江誠一、吉兼亜古、吉澤道子、吉澤摘麦、吉田亜希、ヨシ

ミミドリ、脇田純子、和田貴子、ＲＵＭＭＥ ＰＡＵＬ ＬＥＥ、匿名２３名       
  （企業・団体） 
      アサヒ飲料販売株式会社、アンサンブル・フリーデン、イワジン真珠有限会社、コープあいち、社会

福祉法人名古屋キリスト教社会館、聖公会愛岐伝道区合同礼拝、名古屋聖マタイ教会、名古屋女子大

学中学校、名古屋ユニオンチャーチ、名古屋和合ロータリークラブ、日本キリスト教団名古屋中央教

会、日本キリスト教団名古屋堀川伝道所、日本キリスト教団中京教会、日本キリスト教団南山教会、

日本キリスト教団名古屋新生教会、ポアソンレヴール、豊興業株式会社、カトリック四日市教会 
名古屋ＹＷＣＡグループ等（アートな美、歌の会ラルゴ、運営委員会、音声訳グループ、国際交流

会、スープキッチン、小さい平和の櫂） 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ボランティア事業 寄付受領額】 

募集期間 対象事業/プログラム 金額 

通年 運営委員会（バザー、クリスマス、台風19号被災者支援） 1,103,614円 

通年 
部会（キリスト教基盤、平和・国際部会、ボランティアネットワーク、

女性） 
175,912円 

通年 
東日本大震災被災者支援（3･11 つながるプロジェクト、いりゃあせツ

アー） 
1,241,703円 

通年 グループ 418,007円 

合  計 2,939,236円 

【女性のための相談・支援事業 寄付】 

募集期間 対象事業/プログラム 金額 

通年 パープルサポート（暴力被害者への無料カウンセリング） 314,590円 

通年 女性のための相談・支援事業 指定寄付 131,900円 

合  計 446,490円 

【日本語教師養成事業 寄付】 

募集期間 対象事業/プログラム 金額 件数 

通年 グローバルスクール 子ども日本語クラス 1,269,100円 
個人20件、団体2

件、YWCAバザー1件 

通年 グローバルスクール ファミリークラス 66,000円 
個人5件、 

YWCAバザー1件 

【日本語学校事業 寄付】 

募集期間 対象事業/プログラム 金額 件数 

通年 日本語学校奨学金基金 301,096円 
個人25件、団体1

件、YWCAバザー1件 
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  ◆物品   

【ボランティア事業】 

寄付者名 対象事業／プログラム 内 容 

（株）中部キリンビバレッジサービス いりゃあせツアー 飲料 

（株）妙香園 いりゃあせツアー 飲料 

【日本語教師養成事業】 
寄付者名 対象事業／プログラム 内 容 

島しづ子 グローバルスクール 文房具 

朴亜紀子 〃 手帳 

杤久保澪子 〃 文房具 

名古屋市立大学学生有志 〃  〃 

匿名 〃 カルタ、パズル、文房具、スーツ 

 
■補助金・助成金 

【日本語教師養成事業 助成金】 

助成団体名 対象事業/プログラム 金額 

公益財団法人愛知県国際交流協会 

日本語教育学習支援事業助成金 
・外国人子ども日本語教室「グローバルスクール」 1,080,000円 

【日本語学校事業 補助金】 

補助金団体名 対象 金額 

名古屋市 ・日本語学校学生 結核検診補助金 33,640円 

【協賛金】 

団体名 対象事業/プログラム 金額 

株式会社凡人社 

・開講講演  

日本語教育文法から見た「は」と「が」 

  -「は」と「が」はこんなに簡単だった!- 

（庵功雄一橋大学国際教育交流センター教授） 

30,000円 
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■世界ＹＷＣＡ 

  ４月２４日      世界ＹＷＣＡ日 
 １０月第３週      世界ＹＷＣＡ非暴力週間 
 １１月第１週      世界ＹＭＣＡ・世界ＹＷＣＡ合同祈祷週 

■日本ＹＷＣＡ 
  ５月２４日      会長会 
  ５月２５日～２６日  加盟ＹＷＣＡ中央委員会 
  ５月２７日      総幹事会 
 １１月１３日～１４日  全国幹事会 
１１月１３日～１４日  総幹事会 

 １２月２２日      「平和のためのＹＷＣＡ研究室」準備会 
   １月１７日～２０日  日韓ユース・カンファレンス２０１９ 
  ２月１３日      総幹事会（ＺＯＯＭ会議） 
  ２月２０日      理事会・役員会・総幹事会合同会議 
  ３月２７日      総幹事会（ＺＯＯＭ会議） 

■地域ＹＷＣＡ 
  ６月２７日      四市Ｙ（名古屋、京都、大阪、神戸）第２期Ｌｏｃａｌ Ａｃｔｉｏｎ準備会

８月３１日      四市Ｙ（名古屋、京都、大阪、神戸）第２期Ｌｏｃａｌ Ａｃｔｉｏｎ準備会 

  ９月１２日      四市Ｙ（名古屋、京都、大阪、神戸）第２期Ｌｏｃａｌ Ａｃｔｉｏｎ準備会 

 １１月１０日      四市Ｙ（名古屋、京都、大阪、神戸）第２期Ｌｏｃａｌ Ａｃｔｉｏｎ  

             ワンデイミーティング「運営委員パワーアップ計画」 名古屋ＹＷＣＡにて 

  １月１７日      四市Ｙ（名古屋、京都、大阪、神戸）第２期Ｌｏｃａｌ Ａｃｔｉｏｎ 

         ワンデイミーティング「運営委員パワーアップ計画」 名古屋ＹＷＣＡにて 

２月１７日      四市Ｙ（名古屋、京都、大阪、神戸）２０２０年度Ｌｏｃａｌ Ａｃｔｉｏｎ 

準備会 

 

■関係団体 

愛知県青少年団体連絡協議会、愛知県青少年育成県民会議、愛知県留学生交流推進協議会、防災のための

愛知県ボランティア連絡会、名古屋市男女平等参画推進会議、公益財団法人愛知県国際交流協会、公益財

団法人アジア保健研修所、公益財団法人名古屋ＹＭＣＡ、公益社団法人日本語教育学会、一般財団法人日

本語教育振興協会、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館、名古屋キリスト教協議会、認定特定非営利活

動法人名古屋ＮＧＯセンター、特定非営利活動法人日本フェミニストカウンセリング学会、認定特定非営

利活動法人ウィメンズアクションネットワーク、あいち沖縄会議、秘密法と共謀罪に反対する愛知の会、

未来につなげる・東海ネット、性暴力禁止法をつくろうネットワーク、東海日本語ネットワーク、東海キ

リスト者災害ネット（ＴＣＤＮ） 

  

■役員等 

・公益財団法人アジア保健研修所 評議員 

・社会福祉法人名古屋キリスト教社会館 評議員 

・名古屋キリスト教協議会 役員 

・名古屋市男女平等参画推進会議 委員 

・あいち外国人の日本語教育推進会議 委員 

・金城学院大学 非常勤講師（日本語） 

・文化庁地域日本語教育スタートアッププログラムアドバイザー 

・「法務省告示をもって、日本語教育機関を定める際の設備・編成を調査する委員会」委員 

 

世界ＹＷＣＡ・日本ＹＷＣＡ他 
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■評議員会    任期 ２０１９年６月９日～２０２３年６月評議員会まで 

 評議員    岡田淳子、草地大作、雑賀正浩、榊原千鶴、富澤 孝、中村 隆、羽佐田美千代、日高伴子、 

湧井規子 

 

開催日 報 告 事 項 審 議 事 項 人数 

6月19日 

 定時 

・2019年度4・5月主要事業報告 ・2018年度事業報告案承認の件 

・2018年度決算案承認の件 

・2018年度定期提出書類案承認の件 

9 

3月18日 

 臨時 

書面決議 

・2019年度主要事業報告 ・2020年度事業計画案承認の件 

・2020年度予算案承認の件 9 

 

■理事会      任期 ２０１９年６月１９日～２０２１年６月理事会まで 

  代表理事            加藤佐紀子 

  業務執行理事（事務局長）  羽生（磯村）美保子 

  業務執行理事        岩田えり子 

               吉兼亜古 

理事            國枝京子、谷川いづみ、田中眞希子 

  監事            近藤眞由美、夏目とよ子 

 

＊ただし５月通常理事会は前役員による。 

代表理事            馬上貴美子 

  業務執行理事（事務局長）  奥村一子 

  業務執行理事        岩田えり子 

               羽生（磯村）美保子 

理事            國枝京子、谷川いづみ、加藤佐紀子、永山峯子 

  監事            近藤眞由美、中村紀子 

 

開催日 報 告 事 項 審 議 事 項 人数 

5月29日 

 通常 

・2018年度評議員会報告・日本語学校事

業報告 

・不動産賃貸事業報告 

・会館管理委員会報告 

・人事委員会報告 

・2018年度主要管理費決算報告 

・2019年度4･5月主要事業報告 

・将来計画ワーキンググループ報告 

・2018年度事業報告案承認の件 

・2018年度決算案案承認の件 

・名古屋YWCAロビースペースの改修プロジェ

クトに関する覚書の件 

・エレベーター改修工事に関する件 
14 

6月１9日 

 臨時 

・2019年度定時評議員会報告  ・代表理事の選任の件 

・業務執行理事の選任の件 

 １．業務執行理事選任の件 

 ２．事務局長選任の件 

・コンプライアンス委員の選任の件 

・関係団体役員選任に関して 

9 

会議等 



- 28 - 

開催日 報 告 事 項 審 議 事 項 人数 
8月9日 

 臨時 

・日本YWCA報告 
・2019年度4月～6月事業報告  
・2019年度4月～6月会計報告 
・第4回運営委員会報告 
・不動産賃貸事業報告 
・会館管理委員会報告 
・人事委員会報告 
・将来計画ワーキンググループ報告 
・愛知県定期提出書類に係る通知書に関 
する報告 

・職員会報告 
  職員会より 2020 年度より第三日曜

日の休館について                            
・日本語学校報告 
・広報委員会より「BOOKフェス」につい 
 て 
・その他 

貸室利用規約案について 
要望書送付 「あいちトリエンナー 
レ2019」における「平和の少女 
像」展示継続のお願い 

・2019年度第1回理事会・職員会合同会議の   
 件 
・会館管理委員会より地下駐車場の件 

・東海キリスト者災害ネット委員会委員の選

出の件 
・不動産賃貸事業より、火災保険の中途更新

の件 
・総幹事選考委員会について 
 
 

9 

10月29日 

 臨時 

・日本YWCA報告 
・2019年度7月～9月事業報告 
・2019年度4月～9月会計報告 
・運営委員会報告 

・職員会報告 

・人事委員会報告 
・会館管理委員会報告 

・総幹事選考委員会 
・2019年度第1回理事会・職員会合

同会議報告 

・その他 

 覚書取交  9月11日 国立国会図

書館視覚障害者等用データに関

する覚書（変更） 

 愛知県提出書類報告審査完了  

 愛知県提出書類役員変更完了   

・2019 年度第一回理事会・職員会合同会議を

受けて将来計画の進め方について 
・2020年度事業計画案並びに予算方針案の件 
・2019 年度公益財団法人財務基準への対応に

ついて 
・2020年度主要管理費予算案の件 
・全国公益法人協会入会の件 
・地下空室利用について  9 

12月19日 

 臨時 

・日本YWCA報告 
・運営委員会報告 

・日本語学校報告 

・日本語教師養成事業報告 
・不動産賃貸事業報告 

・会館管理委員会報告 

・人事委員会報告 

・総幹事選考委員会 

・2020年度主要管理費予算案修正の件  
・その他 

  日本YWCA加盟費について   

日本語学習コンテンツに共同作成 

に関する秘密保持契約書 

・2019年度推定決算及び2020年度予算案の件 
・将来計画検討の件 
・出張研修規程改訂の件 
・地下空き室利用の件 
・清掃会社変更とそれに伴う管理費の値上げ

の件  
11 
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開催日 報 告 事 項 審 議 事 項 人数 
1月31日 

 通常 

・2019年度10月～12月事業報告 

・2019年度4月～12月会計報告 

・運営委員会報告 

・日本語学校事業報告 

・日本語教師養成事業報告 

・不動産賃貸事業報告 

・会館管理委員会報告 

・職員会報告 

・2019年度臨時評議員会日程及び内容の件 

・2020年度事業計画案の件 

・2019年度推定決算及び2020年度予算案 

の件 

・2019年度全体集会報告の件 

・会館工事の件 

・将来計画検討の件 

 

9 

3月4日 

臨時 

・運営委員会報告 

・日本語学校事業報告 

・不動産賃貸事業報告 

・会館管理委員会報告 

・人事委員会報告 

・職員会報告 

・将来計画検討の件 

・顧問弁護士事務所契約更新の件 

・顧問会計事務所契約更新の件 

・将来計画検討の件 

・臨時評議員会の決議の省略の件 

・健康増進法施行に伴う敷地内全面禁煙の件 

・2020年度賛助課員募集の件 

・事務局長の雇用契約更新の件 

9 

 

■人事委員会 
 今年度は、主に以下の事案について理事会に報告・提案を行った。 

  ・出張研修規程 

・日本ＹＷＣＡ幹事研修への派遣 

  ・愛知県の最低賃金引き上げに伴うパートタイム労働者の賃金の改定 

  ・３・６協定の更新 

  ・新職員の採用 

  ・２０２０年度職員体制 

  
■コンプライアンス委員会 
 ２０１９年度も設置している。 
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■職員  総幹事（事務局長）                     奥村（小宮）一子（2019年6月退職）     

羽生（磯村）美保子（2019年6月～） 

幹事       女性のための相談・支援事業部責任者 岩田 えり子 

語学・教育事業部責任者   朴  亜紀子 

日本語教師養成事業部責任者  和田 貴子 

日本語学校事業部責任者   西田 文乃 

不動産賃貸事業部責任者   吉兼 亜古 

会館管理    西田 文乃 

広報・新聞、総合受付   下方 夕子 

財務責任者、労務、総務   吉兼 亜古 

幹事補      ボランティア事業部   吉澤 道子（2020年3月より幹事） 

嘱託職員     日本語学校事業部                          間宮 由貴江 

会計・総務                轡田 容子 

日本語教師養成事業部           河瀬 菜緒美 
パートタイマー  日本語教師養成事業部           上村 桂恵子 

                                                               滝藤 英里 

                                                               疋田 絵津 

                                山田 絵夢 

                                成田 美保 

日本語学校事業部受付                  新海 恵 

      語学教育事業部              翁長 直美 

                           村岡 佐知子 

総合受付                 吉崎 伸予 
吉田 多恵子 

                                   山田 由美子 
                                   伊藤 嘉奈子 
                                   井上 圭輝 

                                   野口 智子 

                                   森  瞳 

村岡 佐知子 
米倉 由光 

 

■日本語学校事業部講師 
名古屋ＹＷＣＡ学院日本語学校 校長（非常勤）         川瀬 節子 

名古屋ＹＷＣＡ学院日本語学校 専任講師            神谷（谷山）文子 

名古屋ＹＷＣＡ学院日本語学校 専任講師            久田 かおり 

 

■業務委託 
女性のための相談・支援事業部                 片桐 妙子 

                                 加藤 佐紀子 
                                 具  ゆり 
                                 近藤 八津子 
                                 西山 節子 
                                 増井 さとみ 
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公益財団法人名古屋ＹＷＣＡ組織図 
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