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┃１┃【世界ＹＭＣＡ同盟発表】現在 120 か国で約 6500 万人が活動 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

スイスのジュネーヴにある世界ＹＭＣＡ同盟の調査によれば、現在ＹＭＣＡ 

は、世界 120 の国と地域にあり、会員や職員、参加者など総計約 6500 万人が 

活動しています。 

 

2012 年の調査の、119 カ国、5800 万人から、約 700 万人が増えたことになります。 

この数は、175 年のＹＭＣＡの歴史の中でも最も多い数で、特に 30 歳以下の若い 

世代が全体の 64％を占めていることが大きな特徴となっています。 

 

▽世界同盟の調査書 PDF はこちら（英文） 

https://drive.google.com/file/d/10EtRbdb2wP3Trp9flUdY3rmTnDV7ihm2/view 

 

▽120 の国と地域一覧はこちら 

http://www.ymca.int/where-are-our-members/ 
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┃２┃【西日本豪雨災害】ボランティア約 130 人募集 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

広島ＹＭＣＡは、全国の皆様からお預かりした募金をもとに 9 月～10 月、 

被災した小学生のリフレッシュキャンプと家屋の泥だしワークを行なうことと 

なりました。 

  

つきましては全国ＹＭＣＡから、キャンプのグループリーダー約 30 人と 

泥かきワークボランティア 100 人を募集します。 

原則としてＹＭＣＡ関係者が対象となり、また期日も迫っておりますが、 

どうぞふるってご応募ください。 

 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/08/20180824.html 
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┃３┃【イベントなどお知らせ】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【参加者募集】災害スタディ ～防災街歩き～（9/8） 

 

「阪神・淡路大震災では 60%以上が近所の人に助けられた」というデータが 

あります。防災の観点からの「街歩きプログラム」をとおして地域の特性を 

知り、いざという時に助け合えるよう連携を深めます。 

【日 時】 9 月 8 日（土）13：30～16：00 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ東陽町センター近辺（江東区東陽） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/07/20180713-01.html 

 

 

●【講演会】「SNS とニュース報道」柴田秀一氏（元 TBS アナウンサー） 

 

日本大学法学部新聞学科教授で元 TBS アナウンサーの柴田秀一氏をお招きし、 

「SNS（ソーシャルネットワーキング・サービス）とニュース報道」について 

お話うかがいます。 

【日 時】 9 月 11 日（火）12:00 ～13:30 

【参加費】 3,000 円 （食事なし 1,500 円） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/08/20180828-01.html 
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●【参加者募集】障がいのある子どもたちのスポーツ体験「DREAM クラス」（9/9） 

特別支援学級に通う小学生親子を対象とした、参加費無料のスポーツ体験 

クラスです。9 月から 11 月は「なわとび」と水泳に挑戦します。 

【日 時】 9 月 9 日（日）13：00～16：30 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ東陽町センター（江東区東陽） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/08/20180820.html 

 

 

●【認知症カフェ】「２丁目Ｙワイカフェ」（9/12） 

 

8 月から新しく始まった認知症カフェ。認知症の方やご家族、地域の皆様 

が気軽に情報交換したり専門の相談員に相談することもできます。 

【日 時】 9 月 12 日（水）14：00～16：00 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ東陽町コミュニティーセンター（江東区東陽） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180801.html 

 

 

●【ウォーキング】等々力渓谷 9/22（ＷＨＯ） 

 

月に一度、東京近郊を歩く「ウォーキング・ホリデー・オギクボ（ＷＨＯ）」。 

9 月は、東京都の名勝にも指定されている、世田谷区の等々力渓谷を歩きます。 

【日 時】 9 月 22 日 9：45～14：30 頃 

【参加費】 300 円（施設入場料、交通費は個人負担） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180827-2.html 

 

 

●【参加者募集】三菱商事・東京ＹＭＣＡ「秋の山中湖キャンプ」（10/6～8） 

 

発達障がいのある小・中・高校生を対象としたキャンプです。 

一人ひとりがかけがえのない、大切な存在だと実感できる 3 日間を目指します。 

【日 時】 10 月 6 日（土）～10 月 8 日（月・祝） 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山中湖センター（山梨県） 

【参加費】 24,840 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2018/08/20180808-02.html 
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●【参加者募集】歴史クルーズ「神田川船の会」（10/13） 

 

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】10 月 13 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/2018/08/20180824-01.html 

 

 

●【東日本大震災復興支援】リフレッシュキャンプに 13 家族ご招待（10/19～21） 

 

東日本大震災で被災された方を対象とした「リフレッシュキャンプ」を山中湖 

センターで実施します。充実した施設と楽しいプログラム、美味しい食事で、 

幼児連れの方にも安心してご参加いただけます。 

【日 時】 10 月 19 日（金）～10 月 21 日（日） 

【場 所】 東京ＹＭＣＡ山中湖センター（山梨県南都留郡） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/08/20180823-01.html 

 

 

●【エッセイ募集】「豊かな福祉社会を創るために」（11/12 必着） 

 

愛恵福祉支援財団と共催で「豊かな福祉社会を創るために～わたしにでき 

ることは～」をテーマとしたエッセイを、学生・一般・専門職の 3 部門で 

募集します。ご自身の経験、日頃の気づきや提案をお聞かせください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180815.html 
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┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●フィンスイミング世界選手権で８位！関野義秀さん 

 

東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校の講師でフィンスイミング日本代表キャプテン 

の関野義秀さんが 7 月にベオグラードで開催された「第 20 回フィンスイミング 

世界選手権大会」に出場。4×200ｍリレーで日本チーム初の決勝進出を果たし、 

世界 8 位に入賞しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/07/20180731-01.html 
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●【オール東京】夏まつり、東陽町センターで今年も開催。 

 

東京ＹＭＣＡ全センターの会員・関係者が協力して開催する「夏まつり」。 

今年はリニューアルされた東陽町センターで 8 月 25 日（土）ジャズバンドの 

演奏とともに賑やかに行なわれました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180827.html 

 

 

●【東陽町コミュニティーセンター】原爆パネル展に 600 人 

 

広島平和記念資料館からお借りした 30 枚のパネル「ヒロシマ・ナガサキ 

原子爆弾の記録」を 8 月 6 日～10 日、東陽町センターロビーに展示。 

親子連れなど 600 人を越える方が訪れました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180824.html 

 

 

●【全国ＹＭＣＡ少年少女水泳大会】東京の選手 15 人が大健闘！ 

 

8 月 16～17 日、熊本で開催された『第 42 回全国ＹＭＣＡ少年少女水泳大会』に 

東京ＹＭＣＡからは 15 人の子どもたちが出場。 

自己ベストを更新したり、メダルを獲得するなど、大健闘しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/08/20180828-01.html 

 

 

●【しののめこども園】園庭に草がいっぱい！ 

 

記録的猛暑のため子どもたちが外で遊べない間に、園庭は雑草が生き生きと成長して 

しまいました。その草を見て「大きなかぶだ！抜くぞ！」「うんとこしょ！」と 

子どもたちが雑草を抜いてくれました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2018/08/20180820-2.php 

 

 

●【社会体育・保育専門学校】女子バレー部、全国大会に出場！ 

 

7 月 30 日～8 月 3 日の第 27 回全国専門学校バレーボール選手権大会に東京都代表として 

出場した本校女子バレー部。１次リーグを突破しましたが２次リーグで惜敗。 

全国レベルの相手との戦いは貴重な経験となりました。 

▽https://sports.ymsch.jp/news/2018/08/20180821.html 
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┃５┃【日本語ボランティア養成講座】受講生募集中 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「外国人に日本語を教えるボランティアがしたい！」という方を対象に 

東京ＹＭＣＡにほんご学院講師による、ボランティア養成講座を開講します。 

コース修了後は東京ＹＭＣＡが主催するイベントへの参加、留学生との交流、 

外国籍の子どもたちの支援など、さまざまな活動の場があります！ 

 

【入門コース】 

10 月 18 日～11 月 15 日 毎（木）10：30～12：00/全 5 回 4,500 円 

【養成コース】 

11 月 22 日～2019 年 3 月 14 日 毎（木）10：00～12：00/全 15 回 15,000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/08/20180809-01.html  
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┃６┃【山手会館改修工事のお知らせ】8 月下旬～3 月 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

7 月下旬より耐震補強等工事をしている東京ＹＭＣＡ山手会館（新宿区）は、 

9 月より 1～5 階の工事を行ないます。このため 2019 年 3 月まで、語学教室や 

高等学院、ホテル専門学校など各種事業は一時移転します。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180816-1.html 
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┃７┃会員のみなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【早天祈祷会】（9/1） 

毎年 1 日朝に開催している早天祈祷会ですが、9 月 1 日は「関東大震災記念 

追悼合同早天礼拝」とし、在日韓国 YMCA と合同で行います。 

クリスチャンでない方もお気軽にどうぞ。 

【日 時】 9 月 1 日（土）7：30～ 

【場 所】 在日本韓国ＹМＣＡ（千代田区猿楽町）9 階ホール 

【奨 励】 卓 志雄 牧師（日本聖公会東京教区宣教主事） 

【問合せ】 会員部（tel.03-6278-9071） 

http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/08/20180809-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/08/20180816-1.html


●【国際協力街頭募金】（9/15） 

 

バングラデシュほか世界各地の子どもたちのため、今年もオール東京の会員 

関係者で街頭募金を実施します。短い時間でも構いませんのでご協力ください。 

【日 時】 9 月 15 日（土）13：00～17：00 

【場 所】 ＪＲ新宿駅周辺（小雨決行） 

【申込み】 東京ＹＭＣＡ国際部 kokusai@tokyoymca.org 

※使途詳細はこちら ▽https://tokyo.ymca.or.jp/kokusai/fund.html 

 

 

●【参加者募集】第 20 回 日本ＹＭＣＡ大会開催！  

 

2 年に 1 度、全国ＹＭＣＡの会員関係者が集い、協議や交流などを行う 

「日本ＹＭＣＡ大会」。今回のテーマは「つどえ東山荘に！～すべての 

“Y”がつながる日」。詳細は東京ＹＭＣＡ総務部（tel.03-6302-1960)まで。 

【日 時】 11 月 23 日（金・祝）～11 月 25 日（日） 

【場 所】 ＹＭＣＡ東山荘（静岡県御殿場市） 

前回の様子はこちら↓ 

▽https://www.ymcajapan.org/topics/20171128-2/ 

 

 

●【参加者募集】パレスチナ「オリーブ収穫プログラム」 

 

パレスチナの農家の人々と世界から集まった支援者とともに、オリーブの 

収穫をし、難民やパレスチナの状況を肌で感じ学びます。 

【日 時】 10 月 13 日（土）～10 月 22 日（月）申込締切 9 月 20 日（木） 

【場 所】 パレスチナ・ベツレヘム周辺 ※引率なし 

【参加費】 210,000 円 

【対 象】 会員、スタッフとしてＹＭＣＡに関わる 20 歳以上の方で、 

 英語力、体力、中東情勢の知識、海外スタディーツアーの経験等がある方。 

※詳細は東京ＹＭＣＡ国際部（tel.03-6302-1960)まで。 
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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  

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

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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