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┃１┃全国ＹＭＣＡで「水上安全キャンペーン」開催 
┃２┃サマーキャンプ・スクール ～まもなく予約スタート！～ 
┃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┃お知らせ ～山手センター改修工事予定ほか～ 
┃６┃会員のみなさまへ 
┃７┃追悼：西城秀樹さん～「YOUNG MAN」に寄せて 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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┃１┃全国ＹＭＣＡで「水上安全キャンペーン」開催（6/17） 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
関東地方はまもなく梅雨入りと言われているものの、連日の夏日。 
海や川が楽しみなシーズンが近づいていますね。 
 
さて、全国のＹＭＣＡでは今年もまた 6月第 3日曜日に「水上安全キャンペーン」 
を行ない、広く地域の子どもたちに水難事故を予防する方法を伝えるとともに、 
着衣泳など体験会を実施します。 
 
子ども向けの「ウォーターセーフティー ハンドブック」も改訂し、 
以下のサイトで公開しています。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/watersafety.html 
 
東京ＹＭＣＡでは、近隣小学校の授業に講師派遣を予定しているほか、 
東陽町と山手の２カ所で一般の幼児・小学生対象の体験会を開催します。 
ぜひご参加ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/06/20180601-02.html 
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┃２┃サマーキャンプ・スクール ～まもなく予約スタート！～ 
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6月 8日（金）からサマープログラムの予約受付が始まります。 
（＊「本会員」は明日 6月 6日（水）から先行受付） 
 
これに先立ち先週末には、各センターでキャンプ説明会を開催。初めてＹＭＣＡ 
キャンプに参加検討中の保護者を対象に、その歴史や特長などをご紹介しました。 
 
今年もまた多くの子どもたちの、とびっきりの笑顔に出会えることを 
スタッフ・ボランティア一同、楽しみにしています。 
詳細はこちらをご覧ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/05/20180531-03.html 
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┃３┃【イベントなどお知らせ】 
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●【講演会】liby20周年「多様な生き方連続講演会」7/7 
心理カウンセラーとしてご活躍の内田良子さんを講師にお迎えし、 
「ありのままで生きられるために」をテーマに一緒に考えます。 
【日 時】7月 7日（土）13：30～16：00 
【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】「イタリアの歌をめぐって」（午餐会）6/25 
NHK イタリア語講座などでもご活躍の森田学氏をお招きし、「イタリアの歌 
をめぐって」をテーマにお話を伺います。 
【日 時】6月 25日（月）12:00 ～13:30 
【参加費】3,000円（食事なし 1,500円） 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/05/20180530-03.html 
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●【ウォーキング】古刹・深大寺と神代植物園（ＷＨＯ）6/23 
「ウォーキング・ホリデー・オギクボ（ＷＨＯ）」は月に一度、東京近郊 
を歩く会です。第 220回となる 6月は、深大寺と神代植物園を歩きます。 
【日 時】6月 23日（土） 京王線調布駅改札前 9：45集合 
【参加費】300円（施設入場料、交通費、昼食（蕎麦）代は個人負担。） 
※初参加の方は別途名札代 200円。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/06/20180604-2.html 
 
 
●【発達障がい児のキャンプ】「ＡＣＣＪおひさまキャンプ」 
自然豊かな赤城キャンプで、クラフト、ハイキングなど野外プログラムを 
楽しみます。手厚い体制でひとりひとりのペースに合わせて実施します。 
6月 13日（水） 12：30～電話予約開始 
【日にち】 8月 19日（日）～22日（水）3泊 4日 
【場 所】 ぐんまＹＭＣＡ 赤城キャンプ 
【費 用】 54,000円 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2018/06/20180601-01.html 
 
 
●【障がいのある子どものスポーツ体験】ドリームクラス 
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。サッカーや水泳など 
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】 6月 17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/shougaiji/2018/05/20180522-001.html 
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●【江東センター】「深川八ケ町こども大運動会」に 500人参加 
江東区の石島、扇橋、千石など八つの町会とＹＭＣＡで開催している 
「深川八ヶ町（はちかちょう）こども大運動会」。35回目を迎えた今年は 
5月 13日、江東区長も来場する中、500人の子どもたちが参加しました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/06/20180601-02.html 
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●【江東親睦会】「ひろげよう 江東の“わ”」をテーマに、5月 19日開催 
江東ＹＭＣＡ幼稚園や江東コミュニティーセンターにかかわる人たちが集まり、 
模擬店や子どもコーナー、ビンゴ大会などを楽しみました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180531-02.html 
 
 
●【江東センター】新体制となったサッカープログラム始動！ 
新しいスタッフを迎えた江東センターサッカープログラム。仲間を思い、 
チームを思い、かかわる全ての人が喜びを感じられるサッカーを楽しみます！ 
4年生は新しいユニフォームをそろえました！ 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/06/20180601-01.html 
 
 
●【山手センター】ボランティアリーダーが交流会 
日ごろ鍛えたレクリエーション指導のスキルを活かし、山手センター全館を 
使ったゲームで盛りあがり、夏に向けてチームワークを高めました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180528-2.html 
 
 
●【山手センター】障がい児野外グループ「きらっぱ」が木場公園へ 
今年から合同で活動を始めた「きらきら」と「はらっぱ」。木場公園では 
全員で「なべなべ底抜け」をして大きなひとつの輪をつくりました。 
解散時には来月の活動を早くも楽しみにしていました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180521-1.html 
 
 
●【歴史クルーズ】神田川船の会 260人が乗船 
快晴に恵まれた 5月 12日、午前・午後３艘ずつの出船で総勢 230名が乗船。 
浅草橋の三浦屋から出発して神田川、隅田川を経て東京港を周遊、再び 
隅田川へ戻るルートでクルーズしました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180523-1.html 
 
 
●【江東幼稚園】 
 ▽4月の園の様子 
 http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/05/20180528-1.html 
 
 ▽お花の植え替えをしました 
 http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/05/20180528-4.html 
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●【しののめこども園】 
 
 ▽春の遠足 
 http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/05/20180522-01.php 
 
 ▽歯科検診 
 http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/05/20180522-02.php 
 
 
●【ホームページ】以下のページを新しく作成しました 
 
 ▽下町こどもダイニング 
 東陽町コミュミティーセンターで月 1開催の子ども食堂です。↓ 
 http://tokyo.ymca.or.jp/community/dining.html 
 
 
 ▽おもちゃ病院 
 壊れたおもちゃを「ドクター」が無料で治してくれます↓ 
 http://tokyo.ymca.or.jp/community/omochabyoin.html 
 
 
 ▽クリーンウォーク 
 東陽町に関わる人たちで月に一度、近隣のゴミ拾いや除草をします↓ 
 http://tokyo.ymca.or.jp/community/cleanwalk.html 
 
 ▽乳幼児親子の遊び場「にじいろ広場」 
 東雲コミュニティーセンターで開催中です。 
 http://tokyo.ymca.or.jp/community/nijiirohiroba.html 
 
 
 ▽国際ホテル専門学校フォトギャラリー 
 キャンパスライフがわかる写真約 100点を掲載。  
 https://hotel.ymsch.jp/photogallery.html 
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●【山手センター】7月中旬～改修工事 
 
新宿区西早稲田の山手センター会館は、耐震補強工事と館内リニューアルのため 
7月中旬から 2019年 3月まで段階的に改修工事を行います。工事中は、プールが 
一時休止となるほか、校舎の移転などを予定しています。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180517-1.html 
 
 
●【西東京コミュニティーセンター】窓口時間が変わります（7/3～） 
 
国立市の西東京コミュニティーセンターは、「放課後等デイサービス」など 
事業内容に合わせて 7月 3日（火）以降、お昼の 12：00 から開館いたします。 
開館の曜日、時間帯は下記ページをご覧ください。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180522-2.html 
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┃６┃会員のみなさまへ 
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◆「会員大会」開催しました 
 
5月 26日、リニューアルした東陽町センターで第 16回「東京ＹＭＣＡ会員大会」を開催。 
会員芸術祭の最終日にも重なり 115人が集い、名誉会員の推挙やボランティア・オブ・ 
ザ・イヤーの表彰、卒業リーダーへの感謝状授与の他、一年間の活動報告や、 
会 
 
員による活動紹介を行いました。 
▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/05/20180526-01.html 
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◆「ワールド・チャレンジ 2018」～12万 km を走ろう！～ 
 
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す。 
 
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 
にチャレンジします！東京ＹＭＣＡでは、インターナショナルスクール（TYIS)で、 
生徒たちが歩いた時間をつみ重ねて集計するなど各部で取り組んでいます。 
 
各地の様子や実施要項などは、日本ＹＭＣＡ同盟の特設フェイスブック 
をご覧ください。 
▽https://www.facebook.com/JapanYMCAWorldChallenge/ 
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歌手の西城秀樹さんが 5月 16日に亡くなられました。心よりお悔やみ申しあげます。 
西城さんはヒット曲「YOUNG MAN（ヤングマン）」を約 40年にわたって歌い続け、 
その楽しい「Ｙ．Ｍ．Ｃ．Ａ」の振り付けやダンサブルなメロディーで 
日本中を元気づけてくださいました。 
 
80年代には多忙な中、全国ＹＭＣＡボランティアリーダーの研修会にいらして 
学生たちと一緒に罰ゲームにも参加くださったとこともありました。 
 
西城さんに感謝し、日本ＹＭＣＡ同盟がコメントを発信しましたのでシェアします。 
▽https://www.ymcajapan.org/topics/20180518-3/ 
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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  
 
■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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