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熊本地震の発生から 14日で 2年を迎えました。 
まだ癒ない傷をかかえている被災地のみなさまに、心よりお見舞い申し上げますと 
ともに、少しでも早い復興をお祈りします。 
 
震災直後から支援活動を続けている熊本ＹＭＣＡは 14日、災害ボランティアの課題や 
これからの復興を考える講演会を開催したほか、受託運営する「木山仮設住宅 
支え合いセンター」で、前震が起きた 9時 26分に追悼の竹灯篭をともして黙とうをささげました。 
 
熊本ＹＭＣＡスタッフは、「いまだに 3万 8千人もの方々が仮設住宅などでの生活を 
余儀なくされており、高齢者をはじめ再建の目途の立たない方も多数いらっしゃる中、 
引き続き被災住民に寄り添いながら、民間だからできる支援を行っていきます」と、 
中長期にわたる支援活動に尽力しています。 
現地の様子は、下記をご覧ください。 
 
▽「木山仮設住宅支え合いセンター」のフェイスブック 
https://www.facebook.com/kiyama.sasaeai/ 
 
▽熊本ＹＭＣＡのフェイスブック 
https://www.facebook.com/ymca.kumamoto/ 
 
 
＊なお、震災支援募金の受付は 4月末日までです。ご協力をお願いします。 
▽東京ＹＭＣＡのWeb募金サイトはこちら↓ 
https://fundexapp.jp/tokyo.ymca.or.jp/exp/explanation.htm 
 
 
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃１┃学生ボランティア募集中 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
子どもたちのキャンプや野外活動、障がい児者の活動を企画・運営する 
「ユースボランティアリーダー」を募集中です。対象は 18歳以上の主に学生の方。 
必要な研修はＹＭＣＡで行いますので知識や経験は問いませんが、子どもたちの成長 
を願い、「お兄さん、お姉さん」として一緒に楽しもうという意欲のある方、お待ちしています！ 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/04/20170202-1.html 
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┃２┃インターナショナル・チャリティーラン 9月 23日開催決定 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
障がいのあるこどもたちを支援する「東京 YMCA インターナショナル・チャリティ 
ーラン」の 2018年度要項が決まりました。 
企業・団体・同好会・学校など、どんなチームでもご参加いただけます。 
ランナーとして、ボランティアとして、また応援者として、今年も多くの方に 
ご参加いただきたく、ご案内します。 
 
【日にち】2018年 9月 23日（日・祝） 
【場 所】都立木場公園内特設コース（江東区） 
【参加費】1 チーム 10万円  
【競技ルール】 
 約 1.3ｋｍのコースを 1人 1周、1 チーム 6人（女性 1名以上含む）で 6周する駅伝です。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/04/20180412-01.html 
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┃３┃会員のみなさまへ 「平和週間プログラム」折り鶴を募集中（～4/27） 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
昨年 12月に韓国で開催された「日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム」に参加した青年た 
ちの発案で今年 5月、日本・中国・韓国の 3 カ国でそれぞれに平和に関する活動に取 
り組む「ＹＭＣＡ平和週間プログラム」を行なうこととなりました。 
 
日本のＹＭＣＡは、5月 5日に広島で開催される「原爆の子の像」建立式典に全国か 
ら折り鶴を送ります。北東アジア情勢が緊迫する中、折り鶴によって平和への思い 
をつなげることができるよう、ご協力をお願いします。 
 
＊「原爆の子の像」は被爆によって 12歳で亡くなった佐々木貞子さんをモデルに、 
広島ＹＭＣＡ会員や同級生などの呼びかけで 1958年 5月 5日に建てられた像です。 
 
ご協力いただける方は国際協力部（tel.03-6302-1960）へご一報ください。折り方 
のルールなど、詳しい要項を送ります。締切りは 4月 24日です。 
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┃４┃【東日本大震災復興支援】リフレッシュキャンプ参加者募集中 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
東日本大震災直後から開催している「のんびり親子リフレッシュキャンプ」を、 
今年度も引き続き三菱商事の協賛で実施します。壮大な富士山のふもとで、どうぞ 
心身共にリフレッシュしてください。 
 
【日にち】6月 22日（金）～24日（日）2泊 3日 
【集合解散場所】ＪＲ郡山駅前（福島県） 
【行き先】東京 YMCA山中湖センター 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/04/20180416-4.html 
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┃５┃お知らせ 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
●【東陽町コミュニティーセンター】新規プログラム開始 
 
◇「下町こどもダイニング」が 4月 16日スタート！ 
子どもの「孤食」が社会問題となる昨今、ＹＭＣＡならではの楽しい食事の時間を 
作りたいと願い、毎月第 3月曜日に「下町こどもダイニング」を開催します。 
対象は小学生一般。歌やゲームをした後、ボランティアの方が作ってくれた食事を皆でいただきます。 
【参加費】無料（保護者が参加ご希望の場合には 300円） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/dining.html 
 
 
◇「おもちゃ病院」4月 26日～開院！ 
壊れてしまったおもちゃを「ドクター」が直してくれます。治療代は無料です！ 
おもちゃには大切な思い出がいっぱい。ぜひあきらめずに持ってきてください。 
【初回日程】4月 26日（木）13:30～15:30 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/04/20180412-01.html 
 
【問合せ】東陽町コミュニティーセンター tel.03-3615-5565 
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●【野外グループ活動】新年度生募集中 
月に１度、近隣の野山などへ出かける「定例野外グループ活動」。 
ただいま各コミュニティーセンターで新年度メンバーを募集中です。体験参加もできます。 
 
【活動日】毎月 1回日曜日（年 8～10回） 
【対 象】幼児～小中高校生 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/outdoor/ 
 
 
●【子どもの科学実験教室】わくわくサイエンス（4/21） 
小学生に科学実験の楽しさを体験してほしいと、企業等の協力によって開催して 
いる教室です。模型飛行機を作ったり、日時計を作って天体の活動を学んだり。 
今年度のスケジュールをアップしました。初回は 4/21、飛行機の実験です。 
 
【参加費】各回 200円 
▽https://tokyo.ymca.or.jp/community/machida_wakuwaku.html 
 
 
●【子育て広場】「にじいろ広場」（4/20） 
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」。学生たちが楽しい遊びを用意してお待ちしています。 
【日 時】4月 20日（金）受付 10：00～、開始 10：30～ 
【対 象】０歳から就学前までのお子様と保護者 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/04/20180411-2.html 
 
 
●【ウォーキング】目黒川下流～天王洲「ＷＨＯ」（4/28） 
「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。 健康作りや仲間作りを目的に 1997年に開始。 
第 218回となる 2018年 4月は、目黒川下流、天王洲まで歩きます。 
 
【参加費】300円（交通費は個人負担）＊初参加の方は、名札代 200円別途。  
【日 時】4月 28日（※第 4土曜）  
【集 合】JR山手線・五反田駅中央改札 西口前 9：45集合 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/04/20180406-1.html 
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●【ウォーキング】御岳渓谷「ペタペタの会」（4/30） 
ペタペタの会は、東京ＹＭＣＡ西東京コミュニティーセンターのある 
国立市周辺を楽しく（会の名前の通り、"ペタペタ"と）歩く会です。 
今回は御嶽駅から沢井駅までの御岳渓谷遊歩道をめぐります。 
 
【参加費】無料（定員 30名）※交通費、入館料、飲食代等は各自負担 
【日 時】4月 30日（月・祝） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/04/20180412-02.html 
 
 
●【のどトレ教室】（次回 5/8） 
従来の「ボイストレーニングサークル」が名称を変更。 
のどの筋力をアップして健康増進をはかります。誤嚥（ごえん）防止や認知症予防にも役立ちます。 
 
【参加費】700円／1回（定員 30名） 
【日 時】毎月第 2火曜日 14:00～15:00 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/voice.html 
  
 
●【講演会】『東京五輪・パラリンピック 2020 への道』佐野和夫氏（5/31午餐会） 
日本知的障害者水泳連盟会長の佐野和夫氏をお招きして、障害者水泳に焦点を 
当てながらお話を伺います。 
 
【日 時】5月 31日（木）12:00 ～13:30 
【参加費】3,000円（昼食不要の場合は 1,500円） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/04/20180416-3.html 
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┃５┃各部のブログより―― 近況報告 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
●【国際ホテル専門学校】ＴＶドラマ『崖っぷちホテル！』の制作に協力 
 
4月 15日からスタートした日テレ系ドラマ『崖っぷちホテル！』で東京ＹＭＣＡ 
国際ホテル専門学校は、出演者に立居振舞いなど所作指導をして協力しています。 
▽http://hotel.ymsch.jp/news/2018/04/20180416-2.html 
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●【キャンプ】春休みのスキーキャンプ無事開催しました 
 
キャンプ中はよい天気に恵まれ、大いにスキーを楽しむことができました。 
夏のキャンプは 6月初旬に受付開始します。（詳細は GW前後にお知らせ予定） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/04/20180410.html 
 
 
●【南コミュニティーセンター】改装工事にむけて大掃除 
 
5月初旬、南センターがより広く快適になるよう 2階フロアを改装予定です。 
工事に向けて 4月 7日、ボランティアリーダーたちが丸一日「大掃除」を行いました。 
ＧＷ後にはぜひ、リフォームされた南センターにご来館ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/04/20180413-1.html 
 
 
●【しののめこども園】ピンクシャツデーにお礼状をいただきました 
 
いじめ反対運動「ピンクシャツデー」の活動で、園児たちがお邪魔した 
当園の階上にある「グランチャ東雲」ご利用者から、取り組みに感銘を受けたと、 
お手紙をいただきました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/03/20180327-01.php 
 
 
●【しののめこども園】新学期が始まりました 
 
4月 7日に入園式を終え、9日に始業礼拝を行い、2018年度がスタートしました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/04/20180409.php 
 
 
●【社会体育・保育専門学校】新年度スタート！学校説明会も開催します 
 
4月 3日（火）、日本キリスト教団霊南坂教会で第 39回入学式を行いました。 
2019年度入学生対象、学校説明会も行なっています。 
次回は 4月 21日（土）13:00～15:00。詳細はこちらから↓ 
▽http://sports.ymsch.jp/news/2018/04/20180412.html 
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●【高等学院】楽しいイベントで新学期をスタートしました 
 
東京ワイズメンズクラブにご招待いただき「東京湾ヴァンテアンクルーズ」 
で新学期をスタート！ 入学前には「お花見」も行ないました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/highschool/2139/ 
 
 
●【江東幼稚園】2月 3月の「園の様子」をアップしました 
 
おもちつき。おすもう大会。年中さんや年少さんから年長さんへの 
プレゼントの様子など。園児たちの様子を写真とともにご覧ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/04/20180406-1.html 
  
 
●【にほんご学院】 
新入生 44人を迎えてスタートしました。44通りの物語の始まりです！ 
▽https://www.facebook.com/tokyoymca.nihongo/ 
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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 
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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  
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■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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