
岡山県ユースホステル協会（OYH）からのお知らせ 

 OYH の平成２７年度総会が、平成２７年５月１６日（土）１３時３０分から１５時３０分まで岡山市駅前町 

「えきまえミヨシノ」会議室で、永山会長、横松、臼井副会長、守屋理事長など役員１５人の出席にて開かれま

した。また、今年から長谷川大治さんが新しく評議員に任命されました。 

 永山会長の挨拶の後、主として守屋理事長が説明しながら進行し、まず報告として昨年の会員数が１７５人と

なり、前年より１２名（-6.9％）減少していることが報告されました。 

年間７回のスタッフ会議(役員会)、旅の情報サロン２回、トクトクきっぷの旅２回、夕陽の白石島お多福ＹＨ

での、“さよならの集い”等の行事の実施報告がされました。 

 引き続き議案の審議に入り①平成２６年度決算報告（別記６のとおり）、②平成２６年度事業報告（別記５の

とおり）③平成２７年度予算（別記７のとおり）、④平成２７年度事業計画（別記１のとおり）が、いずれも 

原案のとおり承認されました。    “今年もＹＨを使った楽しい旅をお楽しみください。” 
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平成２７年度事業計画 

＊旅の情報サロン２回、開催 

 ・第１回 2７.06.21 倉敷 YH で（別記３参照） 

 ・第２回 28.02.14 倉敷 YH(予定)で計画 

＊四国ユースフェスタ in 徳島への参加 

 ・27.07.04～05 徳島ＹＨを中心に行われる四国

ユースフェスタに参加 (来年は岡山の予定) 

＊トクトクきっぷの旅シリーズの実施（予定） 

 シリーズ⑧・28.3.26～27、青春 18 きっぷの旅 

＊ 27.11.01（予定）親子ふれあい農村体験“芋ほ

り、みかん、柿、リンゴ狩り、玉島、狐島農園 

＊白石島お多福ＹＨホステリング さよならの集い 

27.11.28～29、白石島ハイキングと夕日鑑賞 

＊ＯＹＨ５５周年記念行事  (別記 2 参照) 

 27.10.3～4 倉敷ＹＨを中心に計画中  

ＧＯ！ＧＯ！ユースおかやま 2015 

“ＯＹＨ５５周年、倉敷ＹＨ５０周年の集い” 

１９６０年(昭和３５年)６月５日に岡山県ＹＨ

協会が発足しました。また、昭和 40 年 10 月に 

倉敷ＹＨが開所され今年で５０周年となりま

す。記念の集いを下記のように計画中です。 

とき：10 月３日 15：00～４日昼まで１泊２日 

場所：倉敷ＹＨと周辺、美観地区一帯 

内容：記念パーティ、ＹＨ流行歌、街並み散策 

会費：6000 円(１泊２食)3000 円(夜のみ日帰り) 

   学生、夫婦割引あり 

詳細は後日、ＯＹＨのＨＰ等で募集します。 

若い皆様の参加協力をよろしくお願いいたしま

す。ＯＹＨのＨＰ，行事予定よりＰＣにて申込

みしてください。皆様の参加お待ちします。 

           （ＯＹＨ：広報部） 

 

 

 

 

〒710-1101 倉敷市茶屋町 134-18 三好修一 

TEL&FAX 086-428-6105 

旅の情報サロン① 参加者募集！！ 

 個人旅行を計画したり、旅の思い出を持っておら

れる方など、海外、国内のＹＨや、さまざまな旅の

情報を持ち寄り、楽しく話などしませんか。 

 ・日時 27.06、21（日） 12：50～16：00 

 ・場所 倉敷 YH （086-422-7355） 

 ・費用 500 円（飲み物、資料代） 

 ・募集人員 20 人、（ＹＨ割引券 1500 円分贈呈） 

 ・申込 OYH、JYH のＨＰよりメールにて 

 ・内容① マレーシアの旅、マレーシアの穴場と

ＹＨの紹介、情報提供 

    ②車座になってワイワイ！旅のミーティ

ング、旅の情報キャッチボール など 

白石島とお多福 YH の紹介 

白石島は、笠岡港から南へ12kmの人口約600

人の島で、盆に踊られる重要無形文化財の「白

石踊り」が有名です。島には、緑豊かな尾根に

沿った展望ハイキングコースが整備されてお

り、オリエンテ―リーングのコースとしても利

用されております。 

お多福 YH は、老舗旅館の一部を利用して 

平成２5 年の 5 月 1 日にオープンしました。 

宿は、日本の夕日の宿 100 選にも選ばれており

美しい夕日が眺められるとともに、ＹＨの前は

海水浴場の白い砂浜が広がっています。 

ぜひ、一度、訪ねてみませんか！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度決算  （単位 円）                                 別記６ 

収 入

の部 

科  目  決算額 支 出

の部 

科  目 決算額 

事務手数

料 

 

125,900 

事務費、会議費 79,103            

補助助成 30,000 旅費 49,820             

事業収入  0         YH 活動助成金 85,200             

需品収入 1,500         行事費 86,914             

雑収入 3,371         普及宣伝費 64,525             

基金取崩   502,393         ＹＨ指導費 2,000             

事務委託

料 

0         事務所費、需品、

雑費、予備費 

90,135             

繰越金 184,080         次期繰越金 389,547            

合  計 847,244         合  計 847,244            

平成２７年度予算  （単位 円）                            別記 7 

 

収入の

部 

科  目 予算額 支出の

部 

科  目 予算額 

事務手数料      200,000 事務費、会議費 110,000 

事業収入 10,000 旅費 70,000 

需品収入 5,000 YH 活動助成金 100,000 

雑収入 5,000 行事費 170,000 

補助助成 30,000 普及宣伝費 80,000 

基金取崩し 0 YH 指導費 10,000 

繰越金 389,547 事務所費、その他 41,000 

事務委託料 0 予備費 58,547 

合  計 639,547 合  計 639,547 

 

＊岡山県ＹＨ協会運営スタッフの募集 

 ・協会行事や運営を手伝ってくださるスタッフを募集していますので皆様の連絡をお待ちしております。 

＊県協会の連絡先 

 ・〒700-0985 岡山市北区厚生町１－２－８ シモデンツーリスト内  TEL０８６－２３２－０１１５ 

＊ＹＨ会員証の切り替えについて 

継続手続き（新規の５００円引き）は上記、県協会まで、または、同封の振込用紙で会費＋送料（140円）

を振り込んでください。自宅まで会員証と季刊誌“ホステリングマガジン”をお送りします。 

平成２６年度行事報告                            別記 5 

＊四国ユースフェスタ in 高知、に参加                       

 ・26.07.05~06 於 高知県中土佐町、伊野町、長宗我部元親の旧跡ハイキング、岡山から 6 人参加 

＊旅の情報サロン２回 於：倉敷 YH    

 ・第１回 26.06.15. 東北地方のＹＨと見どころ、青春 18 きっぷ、格安キップの旅、参加者：21 人 

 ・第２回 27.02.15 花のイスラエルの旅、香港の情報、岡山大学ＹＨＣの活動紹介 参加者：26 人 

＊トクトクきっぷの旅、２回  

 ・ｼﾘｰｽﾞ⑥県内一周ＪＲの旅、岡山.尾道お出かけパスの利用 9 月 7 日 岡山～高梁～新見～勝山～津山

～岡山、Ｂ級グルメと古い街並みを訪ねての旅 参加者：９名 

 ・ｼﾘｰｽﾞ⑦青春１８きっぷの旅 27.03.28～29 広島西条駅前 YH(泊) 竹原、呉、海軍グルメ、大和ﾐﾕ

ｰｼﾞｱﾑ、西条酒蔵巡り、白市の古い街並み散策、 参加者：7 人 

＊さよならの集い 2014 11 月 29~30、白石島お多福ＹＨ、夕陽鑑賞と島のハイキング 参加者：11 名 

＊鷲羽山ＹＨ“お別れパーティ”H27,３月２1 日~２２日,３月末にて閉館となる、参加者：42 名 

 


