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A.国際協力・理解
A.国際協力・理解

Ａ－１
Ａ－１ 日本語ボランティアチューター
日本語ボランティアチューター

《大阪市》

世界中の様々な背景・目的を持つ人が、日本語習得のためＹＭＣＡで勉強しています。留学生
と 1 対 1 でペアを組み、日本語での話し相手になってもらいます。
【活動日時】

通年（月 1 回程度平日）

【場所・窓口】

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 日本語学科
大阪ＹＭＣＡ学院 日本語学科

【条件など】

・18 歳以上で相手の国籍や文化、習慣、宗教の違いを超えて交流したい方
・相手の日本語レベルによらず、コミュニケーションをとるための努力をして
くださる方

日本語ボランティアチューター

・活動内容を十分に理解し、継続的に活動してくださる方

Ａ－２ ホストファミリー

《大阪市》

海外との交流時にホームステイを受け入れてくださるホストファミリーを募集します。特別な配慮や“お客様”として接していただく必要は
ありません。ご家族の一員として迎え、身近な異文化交流を体験してみませんか？
【活動日時】

夏休み、冬休みなどの 2～4 週間

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 日本語学科
大阪ＹＭＣＡ学院 日本語学科
【条件など】

・国籍や文化、習慣、宗教の違いを超えて交流したい方。考え方や嗜好、背景などによらず、個人の人格を尊重できる方
・自分の意思を正確に伝え、率直で誠実にコミュニケーションを取ることに努力できる方（語学力は不問です）
・状況に応じ双方にとって良いように柔軟に考え、対応できる方
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Ａ－３
Ａ－３ つながる広がる交流プラザ

《大阪市》

自分の特技や趣味を活かした留学生との交流企画を考えていただき、日本語学科スタッフと
一緒に運営・実施をします。特技や趣味はないけれども、留学生が参加するプログラムの
お手伝いをしてみたいという方も大歓迎です。
【活動日時】

不定期（2 か月に 1 回程度）

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ学院 日本語学科
【条件など】

・国籍や文化、習慣、宗教の違いを超えて交流したい方
・相 手 の日 本 語 レベルによらず、コミュニケーションをとるための努 力 を
してくださる方

つながる広がる交流プラザ
・活動内容を十分に理解し、継続的に活動してくださる方

Ａ－４
Ａ－４ UNIUNI-Y

《大阪市》

海外の青年と協働して、グローバルプログラム（国内外）の企画・運営をします。
【活動日時】

通年

※月１回ミーティングがあります。

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ グローバル推進室
【条件など】

国際交流・国際協力に関心のある大学生（国籍不問）
※所定の研修があります。

UNI-Y

Ａ－５
Ａ－５ アジア学院研修
アジア学院研修 「国際ボランティア
「国際ボランティア」
ボランティア」

《大阪市》

アジア・アフリカなどの農村地域から集まった栃木県にあるアジア学院の研修生が、人権を
テーマにした研修で来阪した際に、ホストファミリーや通訳・運営などをします。
【活動日時】

未定 （例年は 11 月中旬の金土日の 3 日間）

【場所・窓口】

南ＹＭＣＡ会館
（窓口）大阪ＹＭＣＡ学院 日本語学科 / ＹＭＣＡ学院高等学校

【条件など】

通訳、運営、ホストファミリーとしてご参加いただける方
（語学力は不問です）

アジア学院研修「国際ボランティア」

Ａ－６
Ａ－６ クラスボランティア（日本語サポート）
i-COSY（学生
COSY（学生ＹＭＣＡ
（学生ＹＭＣＡ）の活動支援
ＹＭＣＡ）の活動支援

《大阪市》

・国際学科（IHS）に在籍する海外帰国生や外国籍生の日本語をサポートします。
・国際学科（IHS）在籍生・卒業生が所属する i-COSY（学生ＹＭＣＡ）の国際的な活動を
サポート（不定期）します。
【活動日時】

通年（月 1 回程度/平日）

【場所・窓口】

大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 国際高等課程 国際学科（ＩＨＳ）

【条件など】

・18 歳以上
・多様な生徒達を理解し、受けとめようとする人

クラスボランティア(日本語サポート)

※英検準２級程度の英語力をお持ちの方が望ましいです。
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B.障がい児
B.障がい児(
障がい児(者)

B－１ HH リーダー会

《大阪市》

聴覚障がい(Hard of Hearing)青少年国際キャンプの運営や、キャンパーをサポートします。
【活動日時】

ミーティング毎月第 1 月曜日(基本)
活動：7～8 月にかけて国際と国内キャンプを隔年ごとに実施
その他、年間を通しての手話講習会や講習会を企画・実施

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ 本部事務局
【条件など】

聴覚障がいに理解と関心のある方
18 歳以上（学生・社会人）

HH リーダー会

B－２ 障がい者の外出支援

《東大阪市》

障がい者の方たちと外出する行事で、マンツーマンで付き添いの対応をします。
【活動日時】

年2回

【場所・窓口】 東ＹＭＣＡ

B－３ 知的障がい児(
知的障がい児(者)の体育活動支援

《高槻市》

知的障がい児（者）の体育活動に、マンツーマンで対応します。
【活動日時】

通年（隔週の土曜日）

【場所・窓口】

高槻ＹＭＣＡ

【条件など】

明るく何事でも楽しんで取り組め、子ども一人ひとりの成長を共に喜び合える方

B－４ 発達障がい児の体育・野外活動支援

《高槻市》

学び方のちがう子どもたちのために楽しく運動や自然活動に取り組み、その中で社会性や健やかな心とからだを育む活動をサポートします。
【活動日時】

通年（月 1 回程度）

【場所・窓口】

高槻ＹＭＣＡ

【条件など】

子どもたち一人ひとりの個性を大切にし、共に喜び、悩み、成長できる方

B－５ 障がい児（者）ボウリング大会支援

《豊中市》

ボウリング大会に参加される障がい児（者）の方のサポートをしたり、一緒にボウリングを
楽しんだりと、交流しながらプログラムを支援します。
【活動日時】

年 1 回（11 月予定）

【場所・窓口】

豊中市
（窓口）北ＹＭＣＡ

障がい児(者)ボウリング大会支援
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B－６ 知的障がい児キャンプボランティア
知的障がい児キャンプボランティア

《堺市》

知的障がい児の海洋プログラム（１泊２日）、雪遊び及びスキー体験（２泊３日）キャンプでの生活やプログラムを補助します。
【活動日時】

8 月と 2 月（主に休日で単発）

【場所・窓口】 8 月：日高少年自然の家

2 月：ハチ高原 （予定）

（窓口）堺ＹＭＣＡ
【条件など】

大学生以上（社会人も可）、事前に面接・研修あり

B－７ エンジェルスイミング補助ボランティア

《大阪市》

日頃運動不足になりがちな知的障がい児に、「水中あそび」を通して健康維持・増進と
水泳の楽しさを知ってもらうために、子どもたちと共にプールで活動します。原則、マンツー
マン指導となります。
【活動日時】

月 2 回 日曜日（年間 20 回）

【場所・窓口】 南ＹＭＣＡ
【条件など】

水泳と子どもが大好きで、知的障がいに理解がある方

エンジェルスイミング補助

B－８ 発達障がい児の体育・野外活動支援

《大阪市》

集団生活が苦手で、協調性を身につけたい子どもたちや、動きがゆっくりで学校の中でのペースに馴染みにくい子どもたちに、自分が
受け入れられていると実感できる安全な場所を提供し、体育館や自然の中で楽しくのびのびと遊ぶクラスを支援します。
【活動日時】

通年（月 1 回程度/土日祝）

【場所・窓口】 土佐堀ＹＭＣＡ
【条件など】

18 歳以上の方

C.子ども
C.子ども

Ｃ－１ 不登校の中学生への学習・集団活動支援

《大阪市》

学校に行きにくさを感じている中学生をサポートします。
・授業中、自分のペースで安心して学習を進めるためのサポート
・休み時間に何をして過ごしたら良いか迷っていたり悩んでいる生徒に寄り添い、一緒に過ごす
・授業準備等の講師補助
【活動日時】

通年 火～金曜 11：00～15：40
※毎週、固定の時間に参加していただきます。

【場所・窓口】

大阪ＹＭＣＡ

【条件など】

生徒たちを理解し、受け止めようとする方

Ｊ－ＩＶＹ(ジェイビー)

※授業の専門的知識は不要です。
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Ｃ－２ クラスボランティア

《大阪市》

多様な不登校生を受け入れる学校のクラス運営をサポートします。
・授業中、配慮のいる生徒のケアや講師補助
・教室に入れない生徒の横にいて話し相手となる
・授業外で時間のかかる生徒への学習サポート
・体験学習などでグループ担当
・ランチタイムに生徒と一緒に食べる 等
【活動日時】

通年 月～金 9：00～15：40
※毎週、午前か午後の固定の時間に活動します。

クラスボランティア
【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 高等課程 表現・コミュニケーション学科
【条件など】

・18 歳以上で、生徒達を理解し、受けとめようとする方
・パソコンの基本的な操作が出来る方（簡単な WORD、EXCEL）

Ｃ－３ 発達障がい児の学習・集団活動支援

《大阪市》

学習につまずきを持つ子どもたちへ、個々のニーズにあった学習を行う講師のサポートと、集団活動でのグループリーダーをします。
【活動日時】

火～土曜の週 1 回、または土曜の月 1 回（年間 9～10 回）

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ サポートクラス
【条件など】 ・子どもたちと成長を共にできる、教育関係の知識のある方、学習している方
・特別な経験は問いませんが、事前に面接、研修を受けていただきます

Ｃ－４ 影絵ボランティア「とんぼ」

《猪名川町》

影絵の作成や、公演の企画、運営をし、北摂地域の図書館や学童保育、幼稚園等での
公演活動をします。
【活動日時】

通年（月 1 回程度）

【場所・窓口】 ＹＭＣＡ松尾台こども園
【条件など】 ・子どもが好きな方、絵本が好きな方、初心者の方も大歓迎！
・特別な経験は問いませんが、事前に面接と研修を受けていただきます

影絵ボランティア「とんぼ」

Ｃ－５ 保育ボランティア(
保育ボランティア(とさぼり)
とさぼり)

《大阪市》

保育園での子どもの見守りや、保育園児との交わりを持ちます。
【活動日時】

通年(随時） 相談の上活動の調整可

【場所・窓口】

ＹＭＣＡとさぼり保育園

【条件など】

・保育園、幼稚園での経験のある方や子育て経験のある方
・今から保育士を目指そうと思っている方
（週 1 回から可能です）

YMCA とさぼり保育園
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Ｃ－６ 保育ボランティア(
保育ボランティア(あわざ)
あわざ)

《大阪市》

保育園での子どもの見守りや保育園行事の見守り等、保育園児との交わりを持ちます。
【活動日時】

通年(随時） 相談の上活動の調整可

【場所・窓口】 ＹＭＣＡあわざ保育園
【条件など】

・子ども(乳児)が好きな方
・保育園、幼稚園での経験のある方
・育児の経験や興味のある方

YMCA あわざ保育園

Ｃ－７ わいわいこどもげきじょう

《大阪市》

良質の映画鑑賞を通じて親子で楽しいひと時を作り、自作の DVD で子どもと安全について
考える活動を行います。
【活動日時】

通年（月 1 回程度/土日祝）

【場所・窓口】 土佐堀ＹＭＣＡ

わいわいこども劇場

Ｃ－８ ぶどうの木「サポーター」

《大阪市》

地域の方の育児を含む子育てについて、相談を受け良き話し相手になります。
【活動日時】

通年（月～金の 9：30～12：30） 週 1 回 2 時間ぐらいでも可

【場所・窓口】 ＹＭＣＡとさぼり保育園
【条件など】

子育ての経験がある方

ぶどうの木

D.子育て
D.子育て

Ｄ－１ なかよしらんど（地域子育て支援）
《川西市・猪名川町》
日本の民話や童話の人形劇、クラフト、昔あそびなどを通して、地域の子どもとその家族の
交流、特に世代間の交流を図るグループのボランティアを募集します。
【活動日時】

通年（月 1 回程度休日）

【活動場所】

北摂ＹＭＣＡ
しろがねＹＭＣＡ（幼稚園）
しろがねＹＭＣＡ（保育園）

なかよしらんど(地域子育て支援)
【条件など】

・子どもが好きな方
・保育園、幼稚園での経験のある方
・育児の経験や興味のある方
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Ｄ－２ こひつじクラブ

《川西市》

保育士や講師が、本の読み聞かせや手遊びなど遊びを通して、地域の家族や子どもたちとのコミュニケーションを図るグループの
ボランティアを募集します。
【活動日時】

通年（月 1 回程度平日）

【場所・窓口】 ＹＭＣＡかわにし保育園
【条件など】

・子どもが好きな方
・保育園・幼稚園での経験のある方
・育児の経験や興味のある方

Ｄ－３ 子育てサロン

《猪名川町》

保育士や講師が、本の読み聞かせや手遊びなど遊びを通して、地域の家族や子ども
たちとのコミュニケーションを図るグループのボランティアを募集します。
【活動日時】

通年（月 1 回程度平日）

【活動場所】

ＹＭＣＡしろがね保育園

子育てサロン

Ｄ－４ 地域子育て相談園

《猪名川町・川西市》

地域の方の育児を含む子育てについて相談を受け、アドバイスを行うボランティアを募集
します。
【活動日時】

通年（月 1 回程度平日）

【場所・窓口】 ＹＭＣＡ松尾台こども園（幼稚園・保育園）
ＹＭＣＡしろがねこども園（幼稚園・保育園）
ＹＭＣＡかわにし保育園

子育て支援（北摂 YMCA）
【条件など】

地域の方、子育て経験のある方

E.高齢者
E.高齢者

Ｅ－１ 高齢者の日常生活支援

《東大阪市》

特別養護老人ホーム・デイサービスセンターで、喫茶コーナー、食事介助、話し相手、外出など、施設内でコミュニケーションを
主とした高齢者対応をします。
【活動日時】

通年（月 1 回程度）

【活動場所】

ＹＭＣＡサンホーム

【条件など】

高齢者とのコミュニケーション、介護等に興味のある方

Ｅ－２ 車いす（高齢者含む）登山の付き添い・介助

《東大阪市》

車いすを 3～4 人で押しながらの付き添い・介助ボランティアです。
一緒におしゃべりし、景色に共感しながら登山します。
【活動日時】

年 1 回（例年 4 月開催）

【活動場所】

ＹＭＣＡサンホーム

車いす登山の付き添い・介助
車いす登山の付き添い・介助
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Ｅ－４ レクリエーション提供

《八尾市》

小規模デイサービスセンターでの、レクリエーション機材提供や楽器の演奏をします。
【活動日時】

通年

【活動場所】

ＹＭＣＡ志紀デイサービス

Ｅ－３ 介護予防教室補助ボランティア
介護予防教室補助ボランティア

《東大阪市》

介護予防に取り組むプログラムの会場設営、受付などをします。
【活動日時】

定期的に開催、主として平日

【活動場所】

ＹＭＣＡサンホーム
（窓口）サンホーム地域包括支援センター

介護予防教室

F.自然活動体験
F.自然活動体験

Ｆ－１ 館内緑化ボランティア

《大阪市》

土 佐 堀 会 館 内 にある観 葉 植 物 への水 やり、植 え替 えなどの世 話 をします。
【活動日時】

1 週間に 1 回程度

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ会館（土佐堀）
（窓口）大阪ＹＭＣＡ国際専門学校 高等課程 表現･コミュニケーション学科
【条件など】

観 葉 植 物 な どの 世 話 を コ ツ コ ツ し て く だ さ る 方 で 、 で き れ ば 時 に は
高 校 生 の話 し相 手 をしてくださる方

館内緑化ボランティア

Ｆ－２ まち美化ボランティア
まち美化ボランティア

《大阪市》

天王寺周辺の環境を清掃します。
【活動日時】

年間 12 回、毎月 1 回土曜日開催
（集合）15：45 （活動）16：00～17：00
※単発参加大歓迎、雨天中止

【場所・窓口】 JR 天王寺駅から南ＹＭＣＡ周辺
（窓口）ＹＭＣＡ学院高等学校

まち美化

Ｆ－３ 菜園管理ボランティア
菜園管理ボランティア

《堺市》

子どもたちやファミリーが、農 作業 体験 や自 然 体験の一 環 として菜 園を造っています。その菜 園での土 造り・植え付け･水やり･
草取りなどの作業を行います。
【活動日時】 通年（月 1 回程度）
【場所・窓口】 堺市立青少年の家
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Ｆ－４ 自然の家環境整備
自然の家環境整備

《日高町》

施設内のフィールドのメンテナンス作業（ハイキングコース整備、ファイヤー場の草刈、２段ベッドの補修、野外炊飯場の整備、垣根の
刈込み等）を行います。
【活動日時】

通年随時（平日・毎月の週末、宿泊可）

【場所・窓口】

堺市立日高少年自然の家

【条件など】

自家用車での来所可。未経験の方でも、職員が丁寧に仕事の内容を確認しながら行います。

Ｆ－５ 海洋体験学習支援

《日高町》

主に小・中学生の海洋体験学習を補助します。
（カヌー・カヤックの乗り降りの補助及び海上監視補助・・・見守り支援）
【活動日時】

4 月～10 月（平日・毎月の週末、宿泊可）

【場所・窓口】 堺市立日高少年自然の家
【条件など】

自家用車での来所可。未経験の方でも、職員が丁寧に仕事の内容を確認しながら行います。

Ｆ－６ 六甲山ＹＭＣＡ 森もり倶楽部

《神戸市》

キャンプフィールドを整え、ＹＭＣＡキャンプの歴史を次代に繋ぎませんか？キャンプ場の環境整備を行います。
【活動日時】

通年登録、毎月 2 日程度（厳冬期を除く）実施予定（不定期）

【場所・窓口】

六甲山ＹＭＣＡ

【条件など】

キャンプ好き・ＤＩＹ(日曜大工)好き・草木の手入れ好き・運動好き・森の美味しい空気好き・仲間好き・きれい好き・
ＹＭＣＡ好き ｅｔｃ…

Ｆ－７ マントルピースの会（六甲山ＹＭＣＡを支える会）
《神戸市》
六甲山ＹＭＣＡマントルピースを囲む会の企画運営や、六甲山ＹＭＣＡの活性化を図ります。
【活動日時】

不定期（2014 年度は 12 月に実施）

【場所・窓口】 六甲山ＹＭＣＡ
【条件など】

六甲山ＹＭＣＡを愛する方

マントルピースの会

Ｆ－８ YMCA CAMP ANAN を支える会

《阿南市》

ＹＭＣＡ阿南国際海洋センターの魅力を語り、活性化を図る支援活動を行います。
【活動日時】

不定期

【場所・窓口】 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター（窓口）、大阪ＹＭＣＡ会館
【条件など】

ＹＭＣＡ阿南国際海洋センターを愛する仲間、集まれ！

YMCA 阿南国際海洋センター
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Ｆ－９ あなん草刈ボランティア

《阿南市》

ＹＭＣＡ阿南国際海洋センターのキャンプ場環境整備（植栽、森林、竹林の整備）を行います。
【活動日時】

5 月～10 月（不定期）

【場所・窓口】 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター（窓口）
【条件など】

キャンプ好き・里山の手入れ好き・ＤＩＹ(日曜大工)好き・子ども好き・仲間好き・きれい好き・ＹＭＣＡ好き ｅｔｃ…

Ｆ－１０ 紀泉わいわい村 里山草刈り隊

《泉南市》

野菜畑の草刈りや土壌改良による田畑の整備(安心・安全な野菜を作るため、除草剤を使用せずに手作業で草刈りや土壌改良を
します)を行います。
【活動日時】

5 月～10 月（不定期）

【場所・窓口】

里山の自然学校 紀泉わいわい村

【条件など】

野菜作りが好きな方や、これから家庭菜園をやってみようとする方(野菜の育て方や土壌改良も学べます)
自家用車でお越しください。

G.その他
G.その他

Ｇ－１ キリスト教オープンセミナー実施
キリスト教オープンセミナー実施ボランティア
実施ボランティア
《大阪市》
南ＹＭＣＡキリスト教委員会が企画するオープンセミナーなどの広報および実施に関ります。
【活動日時】

年間 1 回ないし 2 回実施

【場所・窓口】 ＹＭＣＡ学院高等学校
（窓口）南ＹＭＣＡ「キリスト教」委員会
【条件など】

キリスト教に関心のある方

キリスト教オープンセミナー

Ｇ－２ クラシックをマンスリーで聴く 「ライブラリコンサート」
補助ボランティア
補助ボランティア

《大阪市》

コンサート前日夜の会場のセッティングの手伝いや当日のチケット販売、チケットもぎり、
後片付け等を行います。
【活動日時】

年間 10 回、8 月と 12 月を除いて毎月 1 回開催
土曜日 15：00～

【場所・窓口】 南ＹＭＣＡ会館
（窓口）ＹＭＣＡ学院高等学校

ライブラリコンサート
【条件など】 クラシック音楽の好きな人
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Ｇ－３ 写真撮影ボランティア
写真撮影ボランティア 《大阪市など》
子どもたちやボランティアが輝く瞬間を記録します。撮影した写真は、広報等に使用させていただきます。
【活動日時】

通年随時（単発も可）

【場所・窓口】 地域ＹＭＣＡや、その活動先
（窓口）大阪ＹＭＣＡ 本部事務局
【条件など】

撮影用のカメラをお持ちの方
キャンプ等に同行して撮影する場合は別途条件ご相談

Ｇ－４ 広報誌発送作業補助ボランティア
広報誌発送作業補助ボランティア

《大阪市》

大阪ＹＭＣＡが発行する広報紙｢大阪青年｣の発送作業をします。
【活動日時】

通年随時（毎月月末予定。単発も可）

【場所・窓口】 大阪ＹＭＣＡ

本部事務局

Ｇ－５ チャリティーラン補助ボランティア
チャリティーラン補助ボランティア

《大阪市》

障がい者支援のプログラムを実施するための募金を集めるチャリティーマラソン大会
で、備品搬入やコース運営などを行います。
【活動日時】

年１回（秋の休日開催）/事前準備あり

【場所・窓口】 事前準備：大阪ＹＭＣＡ 本部事務局
大会：未定（2014 年度はヤンマースタジアム長居）
（窓口）大阪ＹＭＣＡ 本部事務局

インターナショナル・チャリティーラン
インターナショナル・チャリティーラン

Ｈ

ワイズメンズクラブ

《大阪市・東大阪市・堺市など》

ワイズメンズクラブ（ワイズメンズクラブ国際協会）は、ＹＭＣＡがその願いを達成するために行なう様々な活動に対して、個人として、
またクラブ全体として支援を行なっています。入会には、別途案内がございます。
【お問い合わせ】 大阪ＹＭＣＡ 本部事務局

Ｉ

ユースボランティアリーダー

《大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・高槻市・川西市・徳島市》
子どもが好きな方や社会教育に関心のある方、スポーツやアウトドアに興味がある方、
あなたの何かしてみたいという気持ちを行動にしてみませんか？別途案内をご請求
ください。大学・短大・専門学校生が対象です。
【お問い合わせ】 お近くのＹＭＣＡまで

ユースボランティアリーダー

J

会員登録による
会員登録による活動支援
による活動支援

お時間等の関係でボランティア活動は難しいという方でも、会費登録によりＹＭＣＡの公益的な活動をサポートしていただけます。
【お問い合わせ】 大阪ＹＭＣＡ 本部事務局
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事業所名

所在地（住所）

ＹＭＣＡ松尾台こども園
ＹＭＣＡ松尾台こども園（幼稚園・保育園・北摂ＹＭＣＡ）
✉ hokusetu@osakaymca.org
ＹＭＣＡしろがねこども園（幼稚園・しろがねＹＭＣＡ）
ＹＭＣＡしろがねこども園（幼稚園・しろがねＹＭＣＡ）
✉ shirogane@osakaymca.org
ＹＭＣＡしろがねこども園（保育園）
ＹＭＣＡしろがねこども園（保育園）
✉ shirogane-hoikuen@osakaymca.org
かわにしＹＭＣＡ・ＹＭＣＡ
かわにしＹＭＣＡ・ＹＭＣＡかわにし保育園
ＹＭＣＡかわにし保育園
✉ kawanishi@osakaymca.org
北ＹＭＣＡ
✉ kita@osakaymca.org
高槻ＹＭＣＡ
✉ takatsuki@osakaymca.org
東ＹＭＣＡ
✉ higashi@osakaymca.org
ＹＭＣＡサンホーム
✉ sunhome@osakaymca.org
ＹＭＣＡ志紀デイサービス
ＹＭＣＡ志紀デイサービス

666-0261
兵庫県川辺郡猪名川町松尾台 2-2-2

電話

ＦＡＸ

072-766-3221

072-766-3225

072-766-7011

072-766-7022

072-765-3611

072-765-3613

072-758-4678

072-758-4792

06-6842-3360

06-6842-3363

072-682-1322

072-681-7393

06-6787-3232

06-6787-3233

06-6787-3733

06-6787-3885

072-970-6210

072-949-8878

06-6441-5088

06-6443-2069

06-6441-0895

06-6225-9843

06-6441-9068

06-6443-2069

06-6441-1123

06-6443-7544

06-6441-0848

06-6443-7544

06-6441-5070

06-6443-7544

06-6459-1771

06-6443-7544

06-6449-4471

06-6441-5871

06-4390-4191

06-4390-4191

06-6779-8362

06-6776-9557

06-6779-5690

06-6779-1831

06-6779-8364

06-6779-1833

072-257-6764

072-257-6273

072-292-0010

072-292-3825

0884-33-1221

0884-33-1338

078-891-0050

078-891-0054

072-485-0661

072-485-0662

0738-64-2871

0738-64-2579

06-6441-0894

06-6445-0297

666-0257
兵庫県川辺郡猪名川町白金 3-23-2
666-0257
兵庫県川辺郡猪名川町白金 3-2-1
666-0015
兵庫県川西市小花 1-4-14
560-0021
大阪府豊中市本町 7-7-18
569-0804
大阪府高槻市紺屋町 8-5 宮崎ビル
577-0034
大阪府東大阪市御厨南 3-1-18
577-0034
大阪府東大阪市御厨南 3-1-18
581-0025
八尾市天王寺屋 7-19 志紀マンション 1F

大阪ＹＭＣＡ グローバル推進室
✉ global-engagement@osakaymca.org
土佐堀・枚方ＹＭＣＡ
✉ tosabori@osakaymca.org
大阪ＹＭＣＡ
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（日本語学科）
ＹＭＣＡ国際専門学校（日本語学科）
✉ tosabori-nihongo@osakaymca.org

550-0001

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（表現・コミュニケーション学科)
国際専門学校（表現・コミュニケーション学科)
✉ hyogen-com@osakaymca.org

550-0001

大阪ＹＭＣＡ
大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（国際学科）
ＹＭＣＡ国際専門学校（国際学科）
✉ osakaymca-ihs@osakaymca.org
大阪ＹＭＣＡ サポートクラス
✉ supportclass@osakaymca.org
大阪ＹＭＣＡ Ｊ－ＩＶＹ
✉ j-ivy@osakaymca.org
ＹＭＣＡとさぼり保育園
✉ tosabori-hoikuen@osakaymca.org
ＹＭＣＡあわざ保育園
✉ awaza-hoikuen@osakaymca.org
南ＹＭＣＡ
✉ minami@osakaymca.org
ＹＭＣＡ学院高等学校
✉ ymcahs@osakaymca.org
大阪ＹＭＣＡ学院 日本語学科
✉ info-jp@osakaymca.org
堺ＹＭＣＡ
✉ sakai@osakaymca.org
堺市立青少年の家
✉ seishonen-ie@osakaymca.org
ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
✉ campanan@osakaymca.org
六甲山ＹＭＣＡ
✉ rokko@osakaymca.org
里山の自然学校 紀泉わいわい村
✉ ymca-waiwaimura@osakaymca.org
堺市立日高少年自然の家
✉ hidaka@osakaymca.org
大阪ＹＭＣＡ 本部事務局

550-0001

大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6
550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6
550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6

大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6

大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6
550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6
550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6
550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6
550-0012
大阪府大阪市西区立売堀 6-5-15
543-0054
大阪府大阪市天王寺区南河堀町 9-52
543-0054
大阪府大阪市天王寺区南河堀町 9-52
543-0073
大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 1-3
591-8037
堺市北区百舌鳥赤畑町 1-37 北山会計ビル 3F
590-0121
大阪府堺市南区片蔵 32
779-1750
徳島県阿南市椿町那波江
657-0101
兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲 875
590-0511
大阪府泉南市信達葛畑 207
649-1221
和歌山県日高郡日高町志賀 3794

550-0001

✉ info@osakaymca.org
大阪市西区土佐堀 1-5-6

URL: http://www.osakaymca.or.jp/
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