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

 東京ＹＭＣＡ メールマガジン 

       2018 年 1 月 19 日 No.62 東京ＹＭＣＡ 

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

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃春のスキーキャンプ・スクールまもなく受付開始します 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●春休みのスキーキャンプ・スクールの受付が、2 月からスタートします。 

 

日帰りのデイキャンプや短期水泳、英語体験など約 30 のコースをご用意して 

みなさまのご参加をお待ちしています。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180118-2.html 

 

 

●2 月のスキーキャンプはお早目にお申込みください！ 

 

2 月は雪のコンディションがもっとも良く、初心者にも経験者にもお勧めの時期です。 

また 1～2 泊と短期間ですので、初めてのお子さまにも無理なくご参加いただけます。 

http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/01/20180118-1.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃２┃ボランティア説明会開催中（子どものキャンプ等） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●子どものキャンプ・野外活動のユースボランティアリーダー募集中 

 

幼児から小中高校生を対象とした野外グループ活動（月に 1 度の定例野外活動）や、 

春・夏・冬休みのシーズンキャンプ、障がい児・者の活動などで、 

事前準備から当日の運営までを担うボランティアリーダーを募集しています。  

対象は、18 歳以上の主に学生の方。 

ただ今説明会も開催中です。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180116-1.html 
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃移転のお知らせ（本部事務局・会員部） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

公益財団法人東京ＹＭＣＡ本部事務局と会員部は 1 月 22 日、下記に移転します。 

 

【新住所】 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2 丁目 3 番 18 号 

       日本キリスト教会館 6 階 

 

◇本部事務局代表番号 

 電 話：03-6302-1960 

 ＦＡＸ：03-6302-1966 

◇会員部直通 

 電 話：03-6278-9071 

 ＦＡＸ：03-6278-9072 

 

1 月 19 日より移転作業に入ります。一時的に電話・メールがつながらないなど 

ご不便をおかけすることが予想されますが、ご理解ご了承くださるようお願いします。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180115-4.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃機関紙「東京ＹＭＣＡ」1・2 月号をアップしました 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

今号は、評議員会会長と総主事、学校法人理事長による年頭あいさつのほか、 

東陽町ウエルネスセンター終了後の新たな東陽町センターについて特集。 

コミュニティーセンターほか関係５部署の主任主事の抱負を掲載しました。 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/about/paper.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃５┃発達障がい児支援クラス新年度生受付中／講演会も開催 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●発達障がいのある子どもたちのソーシャルスキルトレーニングクラス 

「ＡＳＣＡ（アスカ）」が４月からの新年度生を受付中です。 

休講していた東陽町クラスも再スタートします。 

http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2018/01/20180118-01.html 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180115-4.html
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●【講演会】「発達障がいの理解と支援」（小貫悟氏） 

 

ＡＳＣＡクラスのスーパーバイザー小貫悟氏（明星大学心理学部教授）が、 

発達障がいの基本や支援のポイントについてお話します。 

発達障がいのある子どもたちと関わる中で、「なんでこんなことをするんだろう」 

「どうしたらこの子に伝わるのだろう」と頭を悩ませている方、 

ぜひ一緒に考えていきましょう。講演後には、個別相談会も実施します。 

 

【日 時】2 月 12 日（月・祝）13：30～15：30（開場 13：00） 

【会 場】山手コミュニティーセンター 

【対 象】保護者、支援者、一般 

【参加費】1,000 円（当日会場にてお支払いください） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180111-01.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃６┃転職希望者必見！ 学費無料の介護福祉科「公共職業訓練」2／1 締切 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

介護福祉士を目指す転職者を対象に東京都は、2 年間の学費が無料になる 

「職業訓練制度」を実施しています。 

 

通常であれば 2 年間で約 200 万円の学費がかかりますが、 

この制度が適用された方は、教科書や実習着代約 8 万円以外、自己負担なく受講することがで

きます。 

また条件があえば、在学中は失業保険が支給され、生活も保障されます。 

 

締切りが 2 月 1 日と迫っていますが、「キャリアチェンジ」をお考えの方には大変に 

有利な制度ですので、ぜひお見逃しなく！ 

http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/001897.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃７┃イベント等ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●【スポーツ体験】障がいのある子どもたちの「DREAM クラス」（2 月 4 日） 

 

障がいのある子どもたちにスポーツの楽しさを気軽に体験いただく「ＤＲＥＡＭクラス」。 

2 月は「有明スポーツセンター」を会場に、マットやボールスポーツを楽しみます。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180111-01.html
http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/whatsnew/001897.html


【日 時】2 月 4 日（日）13：00～16：30 頃 

【参加費】無料 

【対 象】特別支援学級に通う小学生親子 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180116-02.html 

 

 

●【講演会】「三浦綾子の人生と信仰が語る希望」（午餐会、2 月 1 日） 

 

今月の午餐会は、全国三浦綾子読書会代表の森下辰衛氏をお招きして、 

「"にもかかわらず愛されるとき奇蹟は起きる" 三浦綾子の人生と信仰が語る希望」 

をテーマにお話を伺います。ぜひ、ご知友お誘いあわせの上ご参加ください。 

【日 時】2 月 1 日（木）12:00～13:30 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ 

【参加費】3,000 円（食事なし 1,500 円） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/20180109-01.html 

 

 

●【ウォーキング】「新春。はなやぐ"小江戸"川越」（ＷＨＯ、1 月 27 日） 

 

「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 215 回となる 2018 年 1 月は、"小江戸"川越をめぐります。 

時節はこの日から「春の隣」。はなやぐ町を歩きましょう。 

【日 時】1 月 27 日（土）9：45～15：00 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/2018/01/20180109-01.html 

 

 

●【子育て講演会】リオ五輪金メダリスト・金藤理絵氏による子育て論（1 月 27 日） 

 

リオ五輪金メダリストの金藤理絵氏をお迎えし、 

「育てられた者として子育ての大切さを語る」と題してお話いただきます。 

自身が"育てられた経験"をもとに、子育ての大切さについてお話の予定です。 

【日 時】1 月 27 日（土）10:00～12:00 

【会 場】しののめＹＭＣＡこども園 

【参加費】無料 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/01/kosodate.html 
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●【入園説明会】インターナショナルキッズガーデン（英語幼児園）（1 月 23 日） 

 

3～5 歳児対象の英語幼児園「インターナショナルキッズガーデン」は、 

下記の日程で 2018 年度入園生対象の説明会、および保育見学会を行います。 

ご参加をお待ちしております！ 

【日 時】1 月 23 日（火）10:30～12:30  ※事前にお電話でご予約ください。 

http://tokyo.ymca.or.jp/language/2018/01/20180115.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃８┃各部のブログより―― 近況報告 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ】新年交流会を開催しました 

 

「JAPAN 絵本よみきかせ協会」による読み聞かせや、伝統あそび、 

南京玉すだれ、なわとびパフォーマーさんによる縄跳びの技など。 

大人も子どもも笑顔あふれる楽しい会になりました！ 

http://www.tokyoymca.org/childcare/aipla/news/n-common/20180109_01.html 

 

 

●【社会体育・保育専門学校】学生 50 人が障害者水泳大会をサポート 

 

「日本知的障害者選手権 新春水泳競技大会」で、本校の学生 50 人が競技役員として、 

誘導や表彰、速報などをお手伝いしました。 

http://sports.ymsch.jp/news/2018/01/2018-1-18.html 

 

 

 

●【国際ホテル専門学校】合格おめでとう！「レストランサービス技能検定」 

 

ホテルやレストランでの料飲サービス技能を認定する国家資格「レストランサービス技能検定」。 

8 月の学科試験、11 月の実技試験を経て、30 名の学生が合格しました！ 

http://hotel.ymsch.jp/news/2018/01/20180112.html 

 

 

●【江東ＹＭＣＡ幼稚園】12 月の園の様子をアップしました。 

クリスマスの用意、球根の植え付け、大掃除。12 月も園児たちは元気いっぱいでした。 

http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/01/20180117.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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発行元：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 広報室 

 

所在地：〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 

電 話：03-3615-5562 

ＵＲＬ：http://tokyo.ymca.or.jp/ 

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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