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┃１┃お知らせ：いじめに反対する「ピンクシャツデー」（2/28） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

いじめのない社会をめざして全国のＹＭＣＡは、今年もまた 2 月第 4 水曜日に 

世界的いじめ反対運動「ピンクシャツデー」に取りくみます。 

 

2 月 28 日、東京ＹＭＣＡの各部署では子どもたちや学生、教職員、会員などが、 

ピンクの服や小物を身につけたり、寄せ書きをしたりとそれぞれにアクションを 

起こして、いじめ反対のアピールを予定しています。 

 

28 日にＹＭＣＡにお越しの方はぜひご一緒に、世界 70 カ国で行われているこの運動に参加して

みませんか。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/02/20180205-1.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃２┃春休みのキャンプ・スクールの受付が始まります 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆スプリングプログラム、明日から受付開始 

春のスキーキャンプ、デイキャンプ、水泳、英語、工作など各種スクールの 

申込み受付が始まります。（2 月 7 日～先行受付、9 日～一般受付）。 

ご参加をお待ちしています。 

http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/01/20180119-01.html 

 

 

◆夏の海外キャンプ「ダイナミックサマー2018」の要項が決まりました。 

北米ＹＭＣＡのサマーキャンプやホームステイなどを体験する「ダイナミック 

サマー2018」の概要が決まりました。今夏はハワイ、ニューヨーク、 

オレゴン、ボストン、シカゴの５コースをご用意。３月から事前説明会を 

行ないます。 

http://tokyo.ymca.or.jp/camp/program_abroad.html 
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┃３┃イベント等ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●にほんご学院「スピーチコンテスト」開催（2/9） 

日本での進学や就職などのために日本語を学ぶ学生たちが、スピーチコンテストを行ないます。 

当日は、全校生約 160 人から選ばれた代表者 17 人が、日本での発見や夢など自由なテーマで 

スピーチを披露します。広い会場ではありませんが、ぜひ聴きにいらしてください。 

【日 時】2 月 9 日（金）10：00～13：00 

【会 場】東陽町センター 

 ＊会場が変わりました。江東区文化センターではありませんのでご注意ください。 

【問合せ】にほんご学院 tel.03-3615-5548（予約は不要です） 

 

 

●【ウォーキング】『震災復興の象徴、隅田川の名橋』（2/24、ＷＨＯ） 

「ウォーキング・ホリデー・オギクボ（ＷＨＯ）」は、月に 1 度、東京近郊を歩く会です。 

第 216 回となる今回は、震災復興の象徴、隅田川の名橋をめぐります。 

永代橋、清洲橋を中心に、橋の歴史と魅力を発見します。 

【日 時】2 月 24 日（土）9：45～14：30 頃 

【参加費】300 円（施設入場料と交通費は個人負担）※初参加の方は名札代 200 円別途 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/01/20180131-01.html 

 

 

●【コンサート】「liby」チャリティーコンサート（3/3） 

不登校などの青少年の居場所「オープンスペース liby（リビー）」。 

その活動を支えるためのチャリティーコンサートを開催します。 

【日 時】3 月 3 日（土）13：00～ 

【会 場】日本基督教団阿佐ヶ谷教会 

【出 演】 

・三菱商事コーラス同好会：「Sing」「青春の輝き」「ハナミズキ」他 

・越智光輝さんと愉快な仲間たち：Classic、JAZZ、POPS など 

ジャンルを超えた、お洒落で楽しい「ひととき」をお楽しみください。 

【入場料】1,000 円 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/02/20180201.html 

 

●【ゴルフ】東京ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会（4/12） 

毎年桜の季節に開催しているチャリティーゴルフ大会です。 

障がい児支援、途上国の教育支援など、主に子どもたちの支援を目的として開催。 

プレーを楽しむことが社会貢献になります。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/01/20180131-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/02/20180201.html


【日 時】4 月 12 日（木）午前 8 時～ 

【会 場】レイクウッド総成カントリークラブ（千葉県成田市） 

【対 象】一般（定員 120 名） 

【参加費】20,000 円（お 1 人様あたり） 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/01/28412.html 

 

 

●【講演会】『地球温暖化と南極・北極』山内恭氏（午餐会 3/8） 

今月の午餐会は、国立極地研究所／総合研究大学院大学名誉教授の山内恭氏をお招きして 

「地球温暖化と南極・北極」をテーマにお話を伺います。 

【日 時】3 月 8 日（木）12:00 ～13:30 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ 

【入場料】3,000 円 （食事なし 1,500 円） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180131-01.html 
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┃４┃各部のブログより―― 近況報告 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【会員部】金メダリスト金藤理恵さんが講演 

1 月 27 日、リオオリンピック 200ｍ平泳ぎの金メダリスト・金藤理絵さんを講師に 

子育て講演会｢人は変わることができる～指導・親との関わり～｣を開催しました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180202-01.html 

 

 

●【ホテル学校】卒業生が「中日新聞」で紹介されました 

ホテル旅館経営学科（旧ホテル専攻科）を 2015 年に卒業した辻井伸彦さんの活躍が 

「中日新聞」に掲載されました。 

辻井さんは現在、ご実家である石川県粟津温泉「辻のや花乃庄」で活躍されています。 

http://hotel.ymsch.jp/news/2018/02/20180206-1.html 

 

 

●【会員部】「下町こどもダイニング（お試し版）」を開催しました 

4 月より、東陽町コミュニティーセンターで開催予定の「下町こどもダイニング」。 

子どもの「孤食」をテーマとしたこの企画のお試し版を、1 月 29 日に開催しました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180202-04.html 
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●【山手センター】ボランティアリーダー「成人」祝会開催 

ボランティアリーダーをしている学生たちの成人式のお祝いの会を、 

山手コミュニティーセンターで行いました。 

ゲーム、食事、決意表明やその内容をイメージした寸劇披露など、 

手作り感たっぷりの楽しい会となりました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/01/20180126-01.html 

 

 

●【山手センター】発達障がい児グループ「きらきら」が鉄道博物館へ！ 

みんなで新幹線に乗り、さいたま市の「鉄道博物館」へ行きました。 

運転シュミレーターを体験したり、ＳＬや電車の展示に触れたりと、 

笑顔があふれる 1 日になりました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180202-02.html 

 

 

●【山手センター】野外グループの子どもたちが、雪の妙高高原で 1 泊会 

幼児グループ「にこにこクラブ」と小学生グループ「アドベンチャークラブ」が、 

1 月 28～29 日、東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジに 1 泊 2 日で行きました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180202-03.html 

 

 

●【しののめこども園】「劇団風の子」が来園！ 

保護者会「おひさま会」の企画で、「劇団風の子」による『ぞうのエルマー』 

の観劇会を開催。子どもたちはを夢中になって鑑賞しました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/01/20180122.php 

 

 

●【東雲センター】野外グループの幼児・小学生が雪遊び 

幼児グループ「どんぐり」と小学生グループ「アドベンチャークラブ」が 

合同で、群馬県・尾瀬へ雪遊びキャンプに行ってきました。 

そり、雪だるま・かまくら作り、雪合戦、チーム対抗の「雪・玉入れ大会」、 

雪の中に隠したアメやチョコを探しだすゲームなどをしました。  

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/01/20180129.html 
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┃５┃入園・入学説明会のご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◆キッズガーデン準備クラス（1 歳児半～3 歳児、入園説明会） 

全日制英語幼児園「インターナショナルキッズガーデン 」の入園準備クラスが 

4 月からの入園説明会を開催中です。 

【日 程】2 月 20 日（火）、3 月 5 日（月）  

【場 所】東陽町語学教育センター（1 階） 

http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/01/20180124-2.html 

 

 

◆東京ＹＭＣＡインターナショナルスクール（入学・学校説明会） 

小学 1 年生から中学生までが英語で学ぶ学校です。英語圏以外のお子様も多数在籍。 

まさにインターナショナルな学校です。 

 

【オープンスクール】 

2 月 16 日 9：00～11：30、学校内の見学会を行います。一般の方もどうぞ。 

http://tokyo.ymca.or.jp/tyis/wn/2018/02/20180205.html 

 

【説明会】 

 2 月 22 日（木）、3 月 6 日（火）、4 月 24 日（火）、5 月 22 日（火）ほか  

http://tokyo.ymca.or.jp/tyis/wn/2018/01/20180129.html 

 

 

◆国際ホテル専門学校（オープンキャンパス） 

学校説明、施設見学、在校生とのフリートーク等を予定しています。 

体験入学では実際に近い授業を体験することが可能です。 

【日 程】2 月 17 日（土）、3 月 3 日（土）、3 月 24 日（土）ほか 

https://hotel.ymsch.jp/trial.html 

 

 

◆社会体育・保育専門学校（オープンキャンパス） 

学校説明、入試説明、施設見学等。個別相談の時間もあります。 

新年度の日程が決まりました。在校生も一緒に参加しますので、何でもご質問ください。 

【日 程】4 月 21 日（水）、5 月 12 日（土）ほか 

https://sports.ymsch.jp/oc-sports.html 
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◆医療福祉専門学校（オープンキャンパス、授業見学会） 

オープンキャンパスでは学校説明だけでなく、各分野（介護福祉士・作業療法士）の説明、 

今後の業界の展望、就職・奨学金の説明、ミニ体験授業、入試対策なども織り込んでゆきます。 

※別日程で授業見学会も開催いたします。 

【日程等の詳細はこちら】 

http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/guide/trial.html 
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┌──┐ ご意見ご感想などございましたら 

│＼／│ 広報室までメールにてご連絡ください。 

└──┘ tokyoymca-mm@tokyoymca.org 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

このメールマガジンは、公益財団法人東京ＹＭＣＡ広報室が発行し、送付を希望された方や、 

会員・賛助会員、活動にご参加いただいた方などにお送りしています。 

配信の停止・配信先の変更などは、下記宛にメールでご連絡くださいますようお願いします。  

＊「MS ゴシック」などの等幅フォントでご覧いただくときれいに表示されます。  

＊月に 1～2 回、不定期で配信しています。  

＊メール内の文章、またリンク先の画像などを東京ＹＭＣＡの了承なく複製、転用することを禁

じます。 

 （ただし「転送」は歓迎です。ぜひご知友等に拡散ください） 
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■メールマガジンの申込み、配信の停止、配信先の変更は、下記からお手続きをお願いします。  

https://tokyo.ymca.or.jp/about/mailmagajine-form.html 

 

■バックナンバーは以下でご覧いただけます。  

http://tokyo.ymca.or.jp/about/backnumber.html  
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発行元：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 広報室 

http://tokyo.ymca.or.jp/ 

所在地：〒169-0051 新宿区西早稲田 2-3-18 日本キリスト教会館 6 階 

tel.：03-6302-1960 

フェイスブック：https://www.facebook.com/1773722202891103/ 

ツイッター：https://twitter.com/Tokyo_YMCA 
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