
 

札幌 YWCAのご案内 

 

札幌 YWCA（Sapporo Young Women’s Christian Association） 

札幌 YWCA は、1950 年の設立以来、青少年の育成、平和への取り組みなど、その時代に札

幌で必要とされる活動を展開してきました。  
 

現在は、不登校・ひきこもりぎみで悩んだり迷ったりしている子どもたちのためのフォローアップスクー

ル、ボランティアによって運営されている Y's Café と札幌 YWCA・壘、チャリティバザー、チャリティ

コンサート、国際理解教育や養護施設訪問等の子どもたちとかかわる活動、平和な世界を実現するための

ピースアクション、高齢者施設の訪問活動、聖書を学ぶ会等を実施しています。 
 

2011 年と 2012 年には東日本大震災被災者支援活動「北の大地のプロジェクト」として、福島県新地

町の小学生・中学生・親子の保養プログラムを 3回（延べ 70 名）実施しました。 
 

～YWCA とは～ 

YWCA はキリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を乗り越えて力を合わせ、女

性の社会参画を進め、人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現する国際 NGO です。  

1855 年にイギリスのロンドンで始まりました。 本部はスイスのジュネーブにあり、世界 80

数カ国の会員を擁しています。  

世界 YWCA は、すべての人が神のもとに等しい価値のあることを信じ、平和と正義のために

努力することを目的とします。  

現在、平和・難民と移民・少数民族・人権・エネルギーと環境など各々の国の事情に応じた

テーマをかかげ、  多種多様な活動を展開しています。長年の実績が認められ、世界レベルで

は国連に影響力をもつ国際 NGO としても有名です。  

日本 YWCA は 1905 年に創立され、現在全国 26 地域、道内では函館・札幌・釧路に YWCA

があり、独自の活動を展開しています。  

一般社団法人 札幌 YWCA 

事務所：札幌 YWCA・壘 

〒064-0922 札幌市中央区南 22条西 15 丁目 サニークレスト札幌 1F 

Tel&Fax：011-533-8123   E-mail：sapporo@ywca.or.jp 

連絡先：札幌 YWCA 

〒060-0807 札幌市北区北７条西６丁目 北海道クリスチャンセンター内 

Tel&Fax：011-728-8090   E-mail：sapporo@ywca.or.jp 

ホームページ URL：http://www.ywca.or.jp/~ywca0037/home.htm 

Facebook   https://www.facebook.com/sapporoywca/ 
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☆フォローアップスクール  

フォローアップスクールは、不登校・ひきこもりぎみで悩んだり迷ったりしてる子ど

もたちを、「学校に戻れるようにサポートする」という理念で、2010年 5 月に開講し

ました。学校と連携・協働することに力を注ぎ支援しています。また、『札幌市フリー

スクール等民間施設事業費補助金』の交付を受けており、子どもたちの活動の充実の

ために使用させていただいてます。  

✎札幌 YWCA教室（札幌市北区北７条西６丁目 北海道クリスチャンセンター内） 

対 象：小学生・中学生・高校生   内 容：体験学習、教科学習 

日 程：月・水・金曜日（祝日・第 5週はお休み）13：30～19：00 

✎月寒教室（月寒教会2F：豊平区月寒東1 条 2丁目 10-9） 

対 象：小学生・中学生   内 容：教科学習 

日 程：毎週火曜日（祝日・第 5週はお休み）17：00～19：00 

✎伏見教室（札幌YWCA・壘：中央区南 22 条西15 丁目サニークレスト札幌1F） 

対 象：小学生・中学生   内 容：体験学習・教科学習 

日 程：毎週月・金曜日（祝日・第 5週はお休み）13：30～16：30 

フォローアップスクールブログ http://ywcaywca.blog101.fc2.com/ 

☆Y’s café（ワイズ・カフェ） 

Y’s café は、“出会いの場”として 2004年 6 月にクリスチャンセンター1Ｆにオー

プンしました。ボランティアの方たちよって運営されており、出来る限り有機栽培や無

農薬の食材にこだわった、手作りメニューをお出ししています。店内ではフェアトレー

ド（公正貿易）の商品も扱っているほか、ＹＷＣＡや様々な団体のポスターやチラシな

どもあり、情報交換の場ともなっています。 

また、フォローアップスクールの体験学習やパン教室、他団体の茶話会や会議にも活用されています。

私たちと一緒にカフェボランティアをしてみませんか？ 

Y’s café ブログ http://happyyscafe.blog.fc2.com/ 

☆札幌 YWCA・壘 

大人も子どもも“誰もが集えるカフェスペース”として、2017年 4 月にオー

プンしました。私設図書館、絵本読み聞かせ、フォローアップスクール等、様々な

プログラムを行っております。カフェはボランティアの方たちで運営されておりま

す。一緒にボランティアをしてみませんか？ 

☆ピースアクション 

札幌ＹＷＣＡでは、憲法をまもり、「核」否定の思想に立ち、平和な世界を実現す

るために活動しています。憲法学習会・平和講演会を開催、また、他団体と共にピー

スウォーク参加、街頭での平和アピール、裁判の傍聴、署名活動などを行っています。 

☆チャリティバザー 

年 1回バザーを開催しています。食堂・手作り品の販売他、協力団体の出展も

あります。収益金は、国内外で活動する団体や福祉施設および札幌 YWCA の青

少年・福祉活動に寄付させていただきます。 

http://ywcaywca.blog101.fc2.com/
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☆聖書を学ぶ会 

牧師を囲んで、楽しく聖書を学んでいます。聖書の奥深さに新鮮な驚きです。 

①聖書を学ぶ会（於 Y’s café）  

日 程：毎月第３火曜日 14：00～15：30   

講 師：雨貝行麿先生（北海道クリスチャンセンター館長） 

 ②聖書を学ぶ会（於 札幌 YWCA） 

日 程：不定期 金曜日 19：30～21：00   

講 師：石垣弘毅先生（日本基督教団 月寒教会牧師） 

 ③バイブルカフェ（於 札幌 YWCA・壘） 

日 程：毎月第 4月曜日 12：30～13：30   

講 師：石橋大輔先生（日本バプテスト連盟 札幌バプテスト教会牧師） 

☆チャリティコンサート 

 札幌コンサートホール（小ホール）にて、一流の演奏者のご協力いただいて、クラシック音楽を鑑賞し

ます。 収益金を国内外の活動に寄付するとともに、ＹＷＣＡの青少年活動・福祉活動に活用します。  

☆神愛園ボランティア 

高齢者福祉施設「神愛園」を訪問し、高齢者の方々と心の交流をもちます。ボランティア活動をしたい

けれど、何からはじめてよいかわからないという方は、ご一緒に参加してみませんか？ 

☆インターンシップ 

Y’s café では、中学校・高校からのキャリア教育、インターンシップ、大学生のボランティア活動等の

受入れを行っています。  ※要相談 

☆乗馬クラス 

札幌 YWCA では、ほくせい乗馬クラブの乗馬クラスを応援しています。  

北海道にご旅行で乗馬体験したい方もお受けできます。初心者の方、大歓迎で

す！ 被災地の子どもたちも体験し癒される良い経験でした。 ※要予約 

☆書道（かな） 

初めての方も、ご経験のある方もお気軽にお声かけください。昇段試験を希望される方も、余暇の趣味

の一つとして楽しみたい方も大歓迎です。 

開講日：毎月第２・第４火曜日    時 間：13：30～15：30     

場 所：札幌 YWCA他 

講 師：前川悠紀子先生（北海道展審査会員・毎日展会員・創玄展一科審査員） 

☆体操教室 

かんたんなストレッチングとヨガ、さらにボールを使ったバランストレーニングで、身体のゆがみを改

善し筋力アップをはかります。 ※プライベートレッスンをご希望の方はご相談ください。 

対 象：女性   日 時：毎月 3 回 火曜日    

場 所：日本基督教団月寒教会 2F母子室 

講 師：吉田みどり先生（日本ストレッチング協会認定トレーナー、女性健康美体操教室・ウォーキング教室指導員） 

 



☆小学生の英会話教室 

ネイティブの先生とのティームティーチングで、歌やゲームを通して英語を楽しく身につけます。 

対 象：小学生    

日 時：月曜日（月 4回） 低学年（初級）15：30～16：30 高学年（中級）16：30～17：30   

場 所：北海道クリスチャンセンター  

講 師：Ken
ケ ン

 Hartmann
ハ ー ト マ ン

先生（米国 ニューヨーク出身） 

☆英会話・そろばん for Kids!! 

 少人数制で、楽しく英会話とそろばんを学びます。 

対 象：幼稚園年長～小学生 

日 時：火曜日 14：00～17：20  *学年や進度で時間が異なります。   

場 所：日本基督教団月寒教会 2F母子室 

☆ひかりの子クラブ（幼児・学童あずかり） 

琴似教会幼稚園の「ひかりの子クラブ」に専門講師を派遣しています。 

詳しくは、琴似教会幼稚園の HPでご確認ください。 

 

※その他のクラスに関しては、お問い合わせください。 

☆北の大地プロジェクト（東日本大震災被災地支援活動） 

札幌 YWCA は、福島県相馬郡新地町の被災者約 70 名を受け

入れました。 

2011 年 8月 2 日～11日（９泊１０日） 於 札幌 

2012 年 1月 5 日～8 日（３泊４日） 於 函館    

  2012 年8 月１日～6 日（５泊６日） 於 札幌 

新地町教育長のひとり言（ HP より抜粋）  

 2011 年３月 11 日の午前、中学校は卒業式だった。被災 ３か月後、当時の尚英中学校の生徒

全員 256 名 （震災時小学６年～中学 ２年 ）が、記憶 を記録として残すべく、作文 を書いたのである。

それを、全国の YWCA のみなさんが大人や中高校生も含めて、パソコンですべてデータ化してくれた。

それが、大震災からちょうど１年後の卒業式の日に刷り上がってきた。生徒 と先生方、そして YWCA

の方々の思いが詰まった 179 ページである。「ありがとうございます！YWCA のみなさん」  

＜会員募集のお知らせ＞ 

会員・会友：YWCAの目的に賛同し、活動に参加を希望する女性の方はどなたでも会員になれます。 

会費：月額 1,000 円 

※男性の方には会友の制度がございます。詳細はお問い合わせください。（会費：月額 600円） 

賛助員：会の目的にご賛同くださる方はどなたでも、ぜひご協力ください。 

個人（1 口）年間 3,000 円、団体（1口）年間 10,000円 

購読会員：日本 YWCAの機関紙と札幌 YWCAのニュースレターをお届けします。 

年間 3,000 円 
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