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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃１┃ご報告：いじめのない世界をめざす「ピンクシャツデー」（2/28） 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
全国のＹＭＣＡは今年も、世界的ないじめ反対運動「ピンクシャツデー」に取りくみました。 
東京ＹＭＣＡの各部署でも、いじめ予防授業、ポスター配布、寄せ書きなど 
子どもたちや学生、教職員がそれぞれにアクションを行い、いじめについて考えました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/03/20180301-01.html 
 
 
 
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃２┃お知らせ＆参加者募集：震災復興支援関連 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
東日本大震災からまもなく 7年。今なお多くの方が仮設住宅で暮らすなど、不安定な 
生活を余儀なくされています。東京ＹＭＣＡは 3月、被災地の復興を願い、 
下記の活動をいたします。ご参加・ご協力をお願いします。 
 
 
●【街頭募金】高田馬場駅前（山手センター）（3/11） 
 
東日本大震災・熊本地震復興支援のため街頭募金活動をおこないます。 
【日 時】3月 11日（日）11：00～15：00（※部分参加も歓迎です） 
【場 所】高田馬場駅周辺 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180216-02.html 
 
 
●【街頭募金】国立駅前（西東京センター）（3/14） 
 
東日本大震災復興支援のため街頭募金活動をおこないます。 
【日 時】3月 14日（水）15：45～18：30（※部分参加も歓迎です） 
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【場 所】JR国立駅 南口周辺 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/03/20180301-02.html 
 
 
●【参加者募集】「揚がれ！希望の凧 2018」（3/11） 
 
東京町田ＹＭＣＡは「被災地の方々のことを忘れてはいません！」という思いを 
"希望の凧揚げ"というかたちで伝えたいと考えています。 
【日 時】3月 11日（日）14:00～15:30 
【場 所】町田市玉川学園子ども広場（玉川学園駅徒歩 5分） 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180213-02.html 
 
 
●【Web募金】クレジットカードによる募金も受付けています。 
 
1口 1,000円～。東日本大震災、熊本地震など、使途を選択して送金ください。 
https://fundexapp.jp/tokyo.ymca.or.jp/exp/explanation.htm 
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┃３┃東陽町ウエルネスセンターが始動 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
12月末で閉館した東陽町ウエルネスセンターが、4月の再オープンに向けて受付を 
スタートしました。新年度からは「ウエルネス東陽町」と名称をあらため、 
テニススクールと子どもの水泳を実施します。 
 
 
●【ご案内】春休み「短期子どもクラス」受付中 
 
春休みに、子どもの短期水泳、テニススクールを開講します。ＹＭＣＡならではの 
少人数かつ丁寧な指導で、新学期に向けてパワーアップしましょう！ 
【日程】１期（3月 26日～30日、5日間）、２期（4月 3日～5日、4日間） 
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/03/20180302.html 
 
 
●【ご案内】4月からの新年度生募集中（残席わずか） 
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3月 1日から受付スタートしました東陽町の水泳とテニスは、すでに残席わずかと 
なりました。ご希望の方はお早目にご連絡ください。 
◇子ども水泳 
 http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/toyo_swim.html  
◇ジュニアテニス 
 http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/toyo_jrtennis.html 
◇成人テニススクール 
 http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/toyo_tennis.html 
◇障がい児水泳 
 http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/swim.html  
 
 
●【活動報告】東日本水泳交歓会で子どもたちが健闘しました 
 
2月 11日、埼玉 YMCA所沢センターで行われた「東日本 YMCA少年少女水泳交歓会」に、 
現在工事中の東陽町センターから 30人が出場。普段は当たり前のようにプールを 
使用できることにあらためて感謝しつつ、熱いレースを繰り広げました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180220-01.html 
 
 
●ホームページ更新 
東陽町の子ども水泳やテニススクールのページを新設したほか、「ＹＭＣＡの特長」 
「水上安全」「地域での取り組み」など、ＹＭＣＡの紹介ページを増やしました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/ 
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┃４┃イベントのご案内 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
●【参加者募集】「陽春の集い」～福餅・落語・昔遊び等～（東陽町、3/24） 
 
地域の高齢者に笑顔をプレゼントしたいと、今年もまた東陽町コミュニティーセンターが 
「陽春の集い」をおこないます。つきたてのお餅、落語など楽しいイベントが満載！ 
ぜひご参加ください。 
【日時】3月 24日（土）12:00～15:00、【場所】東陽町センター 
【入場料】無料、【対象】おおむね 65歳以上の方 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180222-02.html 
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●【参加者募集】ウォーキング「見沼田んぼの桜並木と花々」（3/31、ＷＨＯ） 
 
3月の「ウォーキング・ホリデー・オリクボ（ＷＨＯ）」は、さいたま市郊外に 
広がる 1260万㎡の「見沼田んぼ」で、春の花々を五感で楽しみながら歩きます。 
【日 時】3月 31日（土）10:00～14:30 
【参加費】300円（施設入場料と交通費は別途） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/03/20180306-03.html 
 
 
●【参加者募集】講演会「旧約聖書が教える平和」広田勝一氏（4/26、午餐会） 
 
日本聖公会北関東教区主教で学校法人立教学院院長の広田 勝一氏を講師に、 
旧約聖書が教える平和について共に考えます。 
【日 時】4月 26日（木）12:00～13:30 
【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線・東大前） 
【参加費】3000円（昼食代含む） 
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/03/20180306-01.html 
 
 
 
●【参加者募集】歴史クルーズ「神田川船の会」（5/12） 
 
神田川、日本橋川、隅田川周辺を船でめぐる"歴史クルーズ"です。 
その昔、交通の要路だった東京リバーサイドには、歴史の名残がたくさん！ 
いつもと違った東京が楽しめます。 
【日にち】5月 12日（土）午前便／午後便（運行時間は約 2時間半） 
【参加費】大人 3,500円、小・中学生 2,200円 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180222-01.html 
 
 
 
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃５┃各部のブログより―― 近況報告 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
●【キャンプ】ボランティアリーダーがスキートレーニング 
春休みのスキーキャンプに向けて「特別リーダートレーニング」を実施。  
25人の学生ボランティアリーダーが、スキー技術や子どもへの指導法を学びました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/03/20180306.html 
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●【江東センター】園児など 35人が国際協力募金活動 
 
江東ＹＭＣＡ幼稚園児やサッカーメンバーなど 35人が 3月 3日、バングラデシュの 
教育支援などのため、街頭募金活動を実施。￥105,748-が寄せられました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/03/20180306-01.html 
 
 
●【東雲第三学童クラブ】子どもたちが描いた国旗を図書館に展示中 
 
学童クラブの小学生たちが心をこめて描いた世界の国旗が、江東区東雲図書館の 
オリンピックコーナーに飾られています。 
▽
http://www.tokyoymca.org/childcare/jidoukan/news/n-common/20180213_02.html 
 
 
●【東雲コミュニティーセンター】乳幼児親子向け「にじいろ広場」を開催 
 
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校の有志学生が、乳幼児親子向けの遊びを 
提供している「にじいろ広場」。学生たちの遊びは楽しいと、参加者も増えてきました！ 
▽第 3回報告 http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180213-09.html 
▽第 4回報告 http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/03/20180306-02.html 
 
 
●【江東幼稚園】1月の「園の様子」をアップしました 
 
羽根つきや福笑いなどお正月遊びのほか、大雪の日には雪合戦やかき氷屋さん 
ごっこなど、なかなか味わうことのできない遊びを楽しみました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/02/20180222-01.html 
 
 
●【しののめこども園】 
・乳児・年少児が「親子礼拝」をおこないました 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/02/20180213-01.php 
 
・お相撲さんと一緒にもちつき大会をしました 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/02/20180209-01.php 
 
・ピンクシャツデーに取り組みました 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/03/20180302-01.php 
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┃６┃新年度生受付中 
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●【キッズ英語】東陽町・山手・東雲で新年度生受付中！（無料体験も） 
 
少人数の丁寧な指導。楽しいアクティビティ。心を育くむ高い理念。  
130年の歴史とノウハウを持つＹＭＣＡの語学教育なら、  
初めて英語を学ぶお子さまにも、上級を目指したい方にもお勧めです。  
▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/02/20180216.html 
 
 
●【江東センター】新年度生受付中 
 
サッカー、リトミック、野外グループ、ピアノ、幼児体操クラスなど。 
継続生優先のため、残りわずかのクラスもあります。お早目に！ 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180222-5.html 
 
 
●【山手センター】キッズ英語・水泳、無料体験レッスンのご案内 
 
3月 21日～24日、キッズ英語と水泳クラスの無料体験レッスンを行ないます。 
通常クラスへの体験入学ではなく、初めてのお子さまだけを対象としたレッスン 
です。お気軽にご参加ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/02/20180216-01.html 
 
 
●【専門学校】4月生入試／2019年度生オープンキャンパス開催中 
 
▽社会体育・保育専門学校 
・2018年度生入試：3月 16日（金） 
 http://sports.ymsch.jp/news/2018/03/2018-3-5.html 
・社会体育専門課程オープンキャンパス情報 
 https://sports.ymsch.jp/oc-sports.html 
・保育専門課程オープンキャンパス情報 
 https://sports.ymsch.jp/oc-hoiku.html 
 
▽国際ホテル専門学校 
・2018年度生入試：3月 13日（火） 
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・新高校 3年生対象「ホテルウォッチングツアー」参加者募集中。 
 https://hotel.ymsch.jp/ 
 
 
▽医療福祉専門学校（介護福祉科、作業療法科） 
・2018年度生入試：3月 28日（水） 
 http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/001932.html 
・2019年度生対象のオープンキャンパス情報もアップしました。 
 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）  
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 
■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 
 +‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 
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 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 日本キリスト教会館 6階 
電 話：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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