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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃１┃今から間に合うサマーキャンプ・サマースクール 
┃２┃熊本地震復興支援募金 期間延長 
┃３┃イベントなどお知らせ 
┃４┃近況報告 各部のブログより 
┃５┃会員のみなさまへ「ワールドチャレンジ」で 8534.2km達成 
┃６┃保育士採用 ～世田谷区に新保育園開設 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 
＜ＢＳ朝日で、東京ＹＭＣＡ野尻キャンプが放映予定＞ 
 
キャンプソングの定番『静かな湖畔』の詞は、東京ＹＭＣＡ野尻キャンプで 
生まれたことをご存知でしょうか。 
作詞者は、後に牧師となった山北多喜彦氏（1908～68）。 
彼は 1935年、少年長期キャンプ「野尻学荘」に指導者として滞在中に、 
婚約者に宛てた手紙でこう書いています。 
 
「カッコウに起こされて、小鳥に寝坊と笑われて、喰い、弾き、歌い、 
眠るなんていったら一寸聞いたところ理想郷でしょう。・・・ 
カッコウがしきりにないています。こんな詞がうかんできました。 
 
 静かな湖畔の 森の蔭から もうおきちゃいかがと かっこうが鳴く 
 カッコー カッコー カッコ カッコ カッコ」 
 
この度この曲が、ＢＳ朝日の「子どもたちに残したい 美しい日本のうた」に 
選ばれ、7月 7日（土）11：00～ 野尻キャンプの風景と共に放映されることに 
なりました。数々のキャンプソングとキャンプ愛好者を生み出したＹＭＣＡの 
「理想郷」を、ぜひご覧ください。 
 
 
 
 
 



┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃１┃今から間に合うサマーキャンプ・サマースクール 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
今夏のキャンプは、すでにキャンセル待ちのコースも多数でていますが、 
上記の野尻キャンプで開催の「野尻学荘」や「野尻ユースキャンプ」のほか 
日帰りデイキャンプや水泳、テニス、英語プログラムなど受付中です！ 
 
これから夏のご予定をお考えの方、お申込みをお待ちしています。 
詳細はこちらをご覧ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/06/20180622-01.html 
 
 
 
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃２┃熊本地震復興支援募金 2019年 4月まで期間延長 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
2016年 4月の熊本地震発生から 2年が経ちましたが被災地では今なお約 35,000人が 
仮設住宅で暮らすなど、 復興半ばの状態が続いています。  
熊本ＹＭＣＡは今後も長期にわたり、仮設住宅での支援活動や子どもの心の 
ケアのためのキャンプを行っていくこととし、全国ＹＭＣＡはこれをサポート 
するため、2019年 4月まで募金期間を延長しました。 
 
引き続き、ご協力をお願いします。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/06/20180621-01.html 
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┃３┃【イベントなどお知らせ】 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
●【講演会】子どもの心理相談員・内田良子氏が講演（7/7） 
 
不登校など青少年の居場所「東京ＹＭＣＡオープンスペース liby」が 
開設 20年を記念し、子どもの心理相談員として永年にわたり活躍の内田良子氏 
による講演会「ありのままで生きられるために」を開催します。 
【日 時】7月 7日（土）13：30～16：00 
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【会 場】東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター(高田馬場） 
【参加費】1,000円 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/05/20180529-02.html 
 
 
●【講演会】「科学立国日本の危機」京都大学大学院教授 山口栄一氏（7/19） 
 
7月の午餐会は京都大学大学院思修館教授の山口栄一氏をお招きし、 
「科学立国日本の危機ーイノベーション・システムの復活を目指して」と題して、 
その具体的な処方箋を伺います。 
【日 時】7月 19日（木）12:00 ～13:30 
【場 所】東京大学ＹＭＣＡ（文京区） 
【参加費】3,000円（食事なし 1,500円） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/06/20180618-3.html 
 
 
●【学園祭】東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 夏まつり（7/8） 
 
介護福祉士と作業療法士を養成する「東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校」が 
「夏祭り」を実施します。介護、作業療法体験コーナーや模擬店、子どもコーナー 
など、どなたでもお楽しみいただけます。 
【日 時】7月 8日（日）10：00～14：00 
【場 所】東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校（国立市） 
▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/ 
 
 
●【障がいのある子どものスポーツ体験】ドリームクラス（7/8） 
 
特別支援学級に通う小学生親子を対象としたスポーツ体験。7月はサッカーと 
着衣泳を体験します。親子で一緒に体を動かして楽しみましょう！参加費無料。 
【日 時】 7月 8日（日）13：00～16：30 
【会 場】 ウエルネス東陽町（江東区東陽） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/06/20180619-1.html 
 
 
●【オール東京ＹＭＣＡ】「夏まつり」今年も開催（8/25） 
 
年に一度、東京ＹＭＣＡ全センターの会員、職員等が集まって開催する「東京 
ＹＭＣＡまつり」。今年はリニューアルした東陽町センターで行います。 
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模擬店やゲームなど、楽しい夏の一日をお過ごしください。 
【日 時】 8月 25日（土）11：30～15：30 
【場 所】 東京ＹＭＣＡ東陽町センター（江東区東陽） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/06/20180626-01.html 
 
 
●【体験会】発達障がいのある中学生のソーシャルスキルトレーニング（8/26） 
 
発達障がいやその周辺の課題のあるお子さまのソーシャルスキル 
トレーニングを行っている東京ＹＭＣＡ「ＡＳＣＡ（アスカ）クラス」がこの度、 
9月からの中学生クラス開講にあたり体験会を開催します。 
【日 時】 8月 26日（日）10：15～12：00 
【場 所】 東京ＹＭＣＡ南コミュニティーセンター（世田谷区経堂） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2018/06/20180625-02.html 
 
 
●【英語幼児園】2019年度 入園説明会・見学会を開催（7/12） 
 
全日制の英語幼児園（3歳児～5歳児対象）では、2019年度入園に向けて 
入園説明会・見学会を実施します。お電話でお申込みください。 
【日 時】 7月 12日（木）10：30～12：00 
【場 所】 東京ＹＭＣＡ東陽町語学教育センター（江東区東陽） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/06/20180627-02.html 
 
 
●【英語幼児園プリスクール】2018年度 1歳児半クラス体験会開催（7/13） 
 
英語幼児園の入園前クラス「ＫＧプリスクール」では、今年度 1歳児半クラスの 
体験会を行います。9月からの途中入園も受付中。お申込みはお電話で！ 
【日 時】 7月 13日（金）10：00～11：00 
【場 所】 東京ＹＭＣＡ東陽町語学教育センター（江東区東陽） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/06/20180628-g01.html 
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┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 
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●【水上安全キャンペーン】親子で着衣泳、海藻なども体験 
 
子どもたちを水の事故から守るため全国ＹＭＣＡは 6月 17日、各地で一斉に 
『水上安全キャンペーン』を開催。東京ＹＭＣＡでは、親子での着衣泳体験や 
海藻などの障害物体験を行ないました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/06/20180626.html 
 
 
●【東陽町 kids英語】東陽町センターで世界 8 カ国の文化体験 
 
英語教員やにほんご学院留学生たちが自国の遊びや文化を紹介。子どもたちは、 
各国のお菓子を試食したり、伝統的な遊びをしたり楽しい一日を過ごしました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/06/20180618-2.html 
 
 
●【キャンプ】ボランティアリーダーが実技トレーニング 
 
夏キャンプの企画引率をする学生ボランティアが山中湖センターで 
カヌー操船や火おこしなどの技術を身につけ、グループ活動を通して 
心身ともに磨きをかけました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/06/20180621-2.html 
 
 
●文科省の田中裕一氏が講演「発達障がいのある子どもたちへの社会性指導」 
 
文部科学省の特別支援教育調査官で発達障がいが専門の田中裕一氏が 6月 17日、 
東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンターを会場に、新しい学習指導要領の 
ポイントや、社会性指導の留意点などについて講演しました。 
 
田中氏は特別支援学校での教員経験もあり、「周囲があきらめずに関われば 
子どもは変わる。理解者を増やしたい」と力説。特に一人ひとりの将来を 
見すえて指導計画を作成し、学校だけでなく保護者や地域、民間団体など 
あらゆる関係者が協力して支援をつないでいく大切さを訴えました。 
＊詳細は、機関紙「東京ＹＭＣＡ」7/8月号に掲載予定です。 
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●【江東幼稚園】 
 
◇夏に向けて園庭にプールを設置 
プールの季節、今年も保護者のみなさまと一緒に、組み立て式プールを 
園庭に設置しました。子どもたちの喜ぶ顔が楽しみです。 
 http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/06/20180615.html 
◇5月の園の様子 
 http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/06/20180625-01.html 
 
 
●【社会体育・保育専門学校】野球部が東京都大会で優勝 
 
6月 22日に行われた「第 43回東京都専門学校軟式野球大会」の決勝戦で 
本校の野球部が優勝！ 11月には全国大会に出場予定です。 
▽http://sports.ymsch.jp/news/2018/06/2018-6-27.html 
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┃５┃会員のみなさまへ  
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◆「ワールド・チャレンジ 2018」～12万 km を走ろう！～結果報告 
 
ＹＭＣＡの誕生日である 6月 6日に毎年、世界中のＹＭＣＡで一つのアクションを 
起こす「ワールド・チャレンジ」。 
今年のテーマは"Run to the YMCA World"。世界中のＹＭＣＡをつないだ距離 
およそ 12万 km を世界の仲間と走りました。 
 
日本のＹＭＣＡは 6月 2日～15日、東京からスイス・ジュネーブまでの 9,600km 
にチャレンジした結果、目標をはるかに超える 16,004km を達成！ 
うち東京ＹＭＣＡでは、インターナショナルスクール(TYIS)の生徒たちや、 
ＹＭＣＡの保育園の園児たち、医療福祉専門学校生などの参加により 8534.2km もの 
距離で、日本のＹＭＣＡでもダントツの記録となりました。 
ご協力くださった方々、ありがとうございました。 
 
▽日本ＹＭＣＡ同盟のフェイスブックはこちら 
 https://www.facebook.com/JapanYMCAWorldChallenge/ 
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┃６┃【保育士採用情報】～世田谷区に認可保育園新設  
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
東京ＹＭＣＡは 2019年 7月、世田谷区船橋に定員 80人ほどの認可保育園 
「ＹＭＣＡ希望ケ丘保育園（仮称）」を開園することになりました。 
ＹＭＣＡらしい理想の保育園をつくるため現在、新澤誠治先生ほか 
専門家による準備委員会を組織し、準備を重ねています。 
 
これに伴い、保育士を多数採用します。 
説明会など詳細は、下記の「マイナビ」でご確認ください。 
ご応募・ご紹介をお待ちしています。 
▽https://job.mynavi.jp/19/pc/search/corp207773/outline.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  
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