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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃春のキャンプ・スクール 2 月 8 日から受付開始 

┃２┃新規スタート！「放課後等デイサービス ＰＩＴ西早稲田」 

┃３┃公開授業：いじめに反対「ピンクシャツデー」 

┃４┃イベントお知らせ（一般成人・ご家族向け） 

┃５┃イベントお知らせ（乳幼児～小中高校生対象） 

┃６┃ボランティア募集 

┃７┃近況報告 

┃８┃会員のみなさまへ「ソシアス 2018」ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

●大河ドラマ「いだてん」に寄せて 

 

１月からスタートしたＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」で、俳優の竹野内豊さんが演じる「大森兵

蔵（おおもり・ひょうぞう）」は、東京ＹＭＣＡの主事だったことをご存知でしょうか。 

 

彼は 1905 年（明治 38 年）にアメリカの「国際ＹＭＣＡトレーニングスクール」に留学してス

ポーツを学び、帰国後は日本に初めてバスケットボール・バレーボールを紹介するなどスポーツ

の普及に貢献しました。日本が初めて参加したオリンピック・ストックホルム大会では監督を務

めています。 

ドラマはその後東京オリンピックが開催されるまで、ＹＭＣＡに近い舞台で展開していく模様で

す。ぜひご覧ください。 

 

▽詳細は機関紙「東京ＹＭＣＡ」1/2 月号 2 面に掲載しています。 

⇒http://tokyo.ymca.or.jp/kikanshi/pdf/2019_1-2.pdf 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃春のキャンプ・スクール 2 月 8 日から受付開始 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

前号でもお知らせしました春のキャンプ・スクールですが、2 月 8 日から一般の方の予約受付を



開始します。（本会員の先行予約は 2 月 6 日からです）。即日満員となるキャンプもありますの

で、ご希望の方は Web 予約のご準備などお願いします。 

 

▽春のキャンプ・スクールのご案内はこちらから 

 http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190109.html 

 

▽本会員の先行予約方法はこちら 

 http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/01/20190125-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃新規スタート！「放課後等デイサービス ＰＩＴ西早稲田」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

発達に課題を抱える小中高校生に、放課後に安心して過ごせる居場所と療育プログラムを提供す

る「放課後等デイサービス」。東京ＹＭＣＡは 2019 年 4 月、都内 2 カ所目となる放課後等デイ

サービス「ＰＩＴ(ピット)西早稲田」を山手コミュニティーセンター内にオープンします。ＰＩ

Ｔでは、希望すれば毎日プールに入ることもできます。2 月から体験会・説明会を開催します。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190125-02.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃公開授業ご案内：いじめに反対「ピンクシャツデー」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

いじめのない社会をめざして全国のＹＭＣＡは、今年もまた 2 月第 4 水曜日に世界的いじめ反

対運動「ピンクシャツデー」に取りくみます。 

東京ＹＭＣＡでは 2 月 27 日、教職員や子どもたちがピンクのものを身につけてアピールを予定

しているほか、弁護士による特別公開授業を行ないます。ぜひご一緒にいじめについて考えませ

んか？ 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190115-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃４┃イベント等お知らせ（一般成人・ご家族向け） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190109.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/01/20190125-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190125-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190115-01.html


 

●第 20 回「liby」チャリティーコンサート（3/2） 

 

「三菱商事コーラス同好会」「越智光輝さんと愉快な仲間たち」が、不登校などの青少年の居場

所「オープンスペース liby（リビー）」を支えるため出演します。 

【日 時】3 月 2 日（土）13：00～ 

【会 場】日本基督教団阿佐ヶ谷教会 【入場料】1,000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/01/20190125-4.html 

 

 

●【講演会】精神科医・田中哲氏「子どもの心を見ることのできる大人へ」（3/2） 

 

都立小児総合医療センター副院長の田中哲先生からお話しいただきます。 

【日 時】3 月 2 日（土）14:00～16:30 

【会 場】医療福祉専門学校（国立市）【参加費】1000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/12/20181213-01.html 

 

 

●【講演会】『ドストエフスキイと福沢諭吉、二つの旅』午餐会（2/21） 

 

河合文化教育研究所研究員の芦川進一氏にお話うかがいます。 

【日 時】2 月 21 日（木）12:00 ～13:30 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線：東大前駅歩 0 分） 

【参加費】3,000 円  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190122-01.html 

 

 

●【子育て講座】「男の子の育て方」「噛める子に育てる離乳食」 

 

芝浦アイランドこども園が子育て支援のため無料の講座を開催します。 

【第 1 回】「男の子の育て方」：2 月 6 日（水）10:00～11:30 

【第 2 回】「噛める子に育てる離乳食」：2 月 27 日（水）10:00～11:30 

▽https://www.tokyoymca.org/childcare/shibaura-kodomo/news/20190118_02.html 

 

 

●【65 歳以上の方ご招待】東陽町センター「陽春の集い」（2/23） 

 

東陽町コミュニティーセンターによる地域サービスプログラムです。福餅・落語・昔遊びなど楽

しいイベントをご用意してお待ちしています。 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/01/20190125-4.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/12/20181213-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/01/20190122-01.html
https://www.tokyoymca.org/childcare/shibaura-kodomo/news/20190118_02.html


【日 時】2 月 23 日（土）12:00～15:00 【入場料】無料 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190122-02.html 

 

 

●【ゴルフ】東京ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会（4/11） 

 

参加費で障がい児や途上国の教育などを支援するチャリティーイベントです。ゴルフを楽しむこ

とが社会貢献になります。 

【日 時】4 月 11 日（木）8:00～ 【参加費】20,000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/01/20190125-2.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃５┃イベント等お知らせ（乳幼児～小中高校生対象） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【中高生 Cafe】南センターに新規オープン 

 

中高生が集える場、「中高生 Cafe」が南コミュニティーセンターにオープンします。宿題をする、

おしゃべりをする...使い方は自由です。中高生ならだれでもどうぞ！ 

3 月 6 日、20 日、30 日にプレオープンします。ぜひお試しください。 

【日 時】4 月 3 日～毎週（水）15：00～20：00 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190122-01.html 

 

 

●【スポーツ体験クラス】障がいのある小学生対象「ドリームクラス」（2/3） 

 

主に特別支援学級に通う小学生親子を対象に、スポーツの楽しさを体験いただくクラスです。2

月は「プール」と「ボールあそび」を行います。 

【日 時】2 月 3 日（日）13：00～16：30 頃  

【場 所】東陽町センター【参加費】無料。親子でご参加ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/01/20190118-01.html 

 

 

●【北米サマーキャンプ・語学研修】ダイナミックサマー説明会開催 

 

北米ＹＭＣＡのサマーキャンプやホームステイなどを体験する「ダイナミックサマー2019」の

要項が決まりました。今夏はハワイ、ニューヨーク、オレゴン、ボストンの４コースをご用意。

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190122-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/01/20190125-2.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190122-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/01/20190118-01.html


2 月から事前説明会を行ないます。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/01/20190122.html 

 

 

●【体験会ご案内】幼児対象「野外グループ活動」南センター（3/21） 

 

月に 1 度、自然の中で出かけて遊ぶ「野外グループ活動」が新年度に向けて体験会を行ないま

す。ボランティアリーダーたちが楽しい遊びを用意して待っています。 

【日 時】3 月 21 日（木・祝）10:30～15:30 

【集合解散】田園調布駅もしくは経堂駅 【参加費】3,780 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190122-3.html 

 

 

●【体験会ご案内】英語幼児園の準備クラス（KG-Pre School）（2/6) 

 

1 歳児半～2 歳児のお子さまを対象とした、インターナショナルキッズガーデン (英語幼児園)

の入園前クラスが体験会を行ないます。保護者の皆さまもご一緒に体験ください。 

【日 時】2 月 6 日 (水)15:30～16:30 

【会 場】東陽町語学教育センター 【参加費】無料 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/01/20190122.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃６┃ボランティア募集（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キャンプなどの活動で、準備から当日の運営までを担う学生ボ

ランティアリーダーを募集しています。ただ今説明会開催中です。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/04/20170202-1.html 

 

 

●ニューヨーク州「フロストバレーＹＭＣＡ」キャンプスタッフ募集 

 

在米日本人や日本語を話す子どもたちを対象としたサマーキャンプのボランティアスタッフ（子

どものグループのリーダー）を募集します。 

【派遣期間】6 月 20 日（木）～8 月 27 日（金）約 2 ヵ月間 

http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/01/20190122.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190122-3.html
http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/01/20190122.html
http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/04/20170202-1.html


【参加費用】46,000 円 

【説明会・面接】3 月 8 日、3 月 9 日に開催 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/01/2019fvsummer.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃７┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【東陽町語学】ベストセラー絵本作家ビル コッターさんが来園！ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/01/20190125-01.html 

 

 

●【社体保】読売巨人軍が特別授業！子どもの「野球あそび」を指導 

▽https://sports.ymsch.jp/news/2018/12/20181228.html 

 

 

●【しののめこども園】３学期が始まりました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/01/20190110-01.php 

 

 

●【東陽町センター】クリスマスオープンハウス開催 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/12/20181227.html 

 

 

●【グランチャ東雲】お正月イベント開催しました 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/report/2019/01/20190111-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃８┃会員のみなさまへ 「ソシアス 2018」ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

「ソシアスフォーラム」は、東京ＹＭＣＡの会員が仲間として共に学び、語り、交流する会です。

今年のテーマは『10 年後の YMCA を語ろう』。未来に思いを馳せながら語り、ともに親睦を深

めます。お誘い合わせの上、ご参加ください。 

【日 時】2 月 11 日（月・祝）10：00～14：30 

http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/01/2019fvsummer.html
http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/01/20190125-01.html
https://sports.ymsch.jp/news/2018/12/20181228.html
http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/01/20190110-01.php
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/12/20181227.html
http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/report/2019/01/20190111-01.html


【参加費】1,500 円 【場 所】東陽町センター  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190118.html 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

┌──┐ 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  

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

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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