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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃いじめ反対運動「ピンクシャツデー」、27 日開催 

┃２┃朝日新聞に掲載されました～「障がい者スポーツシンポジウム」 

┃３┃春休みのキャンプ・スクール 

┃４┃イベント・お知らせ 

┃５┃４月からの新年度プログラム受付中 

┃６┃街頭募金ご協力お願い 

┃７┃近況報告 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃いじめ反対運動「ピンクシャツデー」、27 日開催 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

明日 2 月 27 日は、世界的いじめ反対運動「ピンクシャツデー」の日です。 

2007 年カナダでピンクのシャツを着た少年が「ゲイだ」といじめられたことから始まったこの

運動に、今年もＹＭＣＡは全国各地で一斉に取り組みます。東京ＹＭＣＡでは、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、「ストップいじめ！ナビ」の弁

護士による公開授業を予定しています。 

 

いじめは被害者と加害者だけで解決するのは難しく、周囲の人が「傍観者にならないこと」が重

要と言われています。 

難しい問題ですが、ぜひ皆さまと一緒にいじめをなくす一歩を踏み出したいと思います。 

▽詳細はこちら 

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

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃朝日新聞に掲載されました～「障がい者スポーツシンポジウム」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校の堀雄二校長は 1 月 22 日、有楽町朝日ホールで行なわれ



た「第 4 回朝日新聞 障がい者スポーツシンポジウム」に出演。 

スポーツジャーナリストの増田明美さんやタレントの中川翔子さんほかパラリンピックの選手

たちと共に、障がい者がスポーツに親しむための課題や、それを乗り越えるために必要なことに

ついてディスカッションしました。 

2 月 19 日にはその特集記事が、朝日新聞全国版に掲載されました！ ご覧ください。 

 

▽詳細はこちら 

⇒https://sports.ymsch.jp/news/2019/02/20190226.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃３┃ただ今受付中！春休みのキャンプ・スクール 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

春休みのキャンプ・スクールは、すでにキャンセル待ちとなっているコースもありますが、まだ

受付可能です。 

スキーやデイキャンプ、水泳、英語など、ぜひＹＭＣＡでかけがえのない春休みを過ごしません

か？ 

ボランティアリーダーもスタッフも、皆さんのとびっきりの笑顔に出会えることをお待ちしてい

ます。 

 

▽詳細はこちらから 

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

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃イベント等お知らせ  ＊日づけ順です 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【コンサート】青少年の居場所「liby（リビー）」チャリティーコンサート（3/2） 

 

不登校などの青少年の居場所「オープンスペース liby」を支えるため、「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」など多くの方の協力で開催されるコンサートです。今年

で 20 回目となりました。 

【日 時】3 月 2 日（土）13：00～ 

【会 場】日本キリスト教団阿佐ヶ谷教会 

【入場料】1,000 円 

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


▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/02/20190221-01.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」（3/3） 

 

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していただくクラスです。3

月は水泳とボールあそびを行います。 

【日 時】3 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/2019/02/20190214-01.html 

 

 

●【絵画展】「東京大空襲」体験絵画展とピースコンサート 

 

東京大空襲体験者が描いた絵画を、すみだ郷土文化資料館よりお借りして展示します。 

絵画展最終日には会場で、アイリッシュハープと馬頭琴によるピースコンサートも開催されます。 

【会 期】3 月 4 日（月）15：00 ～ 3 月 10 日（日）14：00 

     ＊ピースコンサートは 3 月 10 日（日）13：00～14：00 

【場 所】東陽町センター 

【入場料】無料 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190205-01.html 

 

 

●【講演会】『地域はファミリー Ｊリーグクラブの役割』午餐会（3/7） 

 

日本プロサッカーリーグのＪ３リーグ加盟団体「Y.S.C.C.横浜」の理事長・吉野次郎氏を招き、

地域におけるスポーツの役割について講演いただきます。 

【日 時】3 月 7 日（木）12:00 ～13:30 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ（南北線：東大前駅 0 分） 

【参加費】3,000 円  

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/02/20190215-02.html 

 

 

●【テニス集中レッスン】月曜・木曜夜に新規開講 

 

毎週土日に開催している「テニス集中レッスン」はご好評につき、月曜と木曜の夜にも開講する

ことになりました。3 月は「シングルスゲーム練習」を集中的に学びます。一般成人対象。レベ

ルは中級～。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/02/20190221-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/02/20190214-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190205-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/02/20190215-02.html


【日 時】3 月 4 日より毎（月）（木）21：30～22：30  

【場 所】東陽町センター 

【参加費】2,000 円／回 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/02/20190219-01.html 

 

 

●【にほんご de Cafe】ハクモクレンお花見（3/7） 

 

東陽町コミュニティーセンター「にほんご de cafe」で、一足早いお花見を開催します。汐浜運

河沿いの「潮風の散歩道」に咲く真っ白なハクモクレンを見て、春を楽しみましょう！ 

【日 時】3 月 7 日（木）13：30～15：30 

【集合場所】東陽町コミュニティーセンター 

【持ち物】 お弁当 ＊参加費無料。予約不要です。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190225-1.html 

 

 

●【子ども食堂】「下町こどもダイニング」（小学生対象、3/18） 

 

子どもの「孤食」をテーマに毎月開催している「下町こどもダイニング」。3 月のメニューはあ

んかけ焼きそばです。まずは学生ボランティアリーダーと一緒にゲームや歌で遊んでから、皆で

食事を楽しみましょう。 

【日 時】3 月 18 日（月）17：00～19：00 

【場 所】東陽町センター 【参加費】無料 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190129-01.html 

 

 

●【コンサート】高石ともやバングラデシュ奨学基金チャリティーコンサート（4/13） 

 

フォークシンガーでアスリートの高石ともやさんが、バングラデシュの教育支援のため、今年も

チャリティーコンサートを開催します。1997 年から休まず開催し、今年 22 年目となりました。 

【日 時】4 月 13 日（土）14:00 開演  

【場 所】日本キリスト教団浅草教会 

【参加費】5,000 円  

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

 

 

●【歴史クルーズ】「第 79 回神田川船の会」、注目の湾岸エリアも周遊します（5/11） 

 

神田川、日本橋川、隅田川、東京港を船でめぐります。その昔、交通の要路だった東京リバーサ

http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/02/20190219-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190225-1.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/01/20190129-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/01/20190125-01.html


イドには、歴史の名残がたくさん！ ガイドの案内でいつもと違った東京が楽しめます。今注目

の湾岸エリアも周遊します。 

【日 時】5 月 11 日（土）午前 9：10～／午後 13：10～ 

【参加費】大人 3,500 円 小中学生 2,200 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190218.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃５┃各種子どもプログラム 2019 年度生、申込み受付中 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

4 月からの新学期、ＹＭＣＡで水泳、サッカー、英会話、野外活動などを始めませんか？ 

ただ今各センターで、新年度生の申込み受付中です。 

手続き方法など詳細は各センターにお問合せください。 

 

 

●江東コミュニティーセンター（2/28～新規受付） 

【内容】幼児対象、リトミック、ピアノ、サッカー、野外グループ活動 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190207-3.html 

 

 

●山手コミュニティーセンター（2/26～受付） 

【内容】英語、水泳、野外グループ活動、ピアノ、書道、 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/yamate.html 

 

 

●西東京コミュニティーセンター 

【内容】野外グループ活動、造形あそび教室ほか 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/nishitokyo.html 

 

 

●ウエルネス東陽町（3/1～新規受付） 

【内容】水泳、テニス 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/ 

 

 

●東陽町語学教育センター 

【内容】英語（2 歳～中学生、帰国生） 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190218.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190207-3.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/yamate.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/nishitokyo.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/


▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/kids_toyocho.html 

 

 

●南コミュニティーセンター 

【内容】野外グループ活動 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/minami.html 

 

 

●東雲コミュニティーセンター 

【内容】英語、野外グループ活動、モダンバレエ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/shinonome.html 

 

 

●障がいのある子どもたちの各種プログラムは、下記をご覧ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/ 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃６┃会員のみなさまへ ――  街頭募金ご協力お願い 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東日本大震災からまもなく 8 年目、熊本地震から 3 年が経ちます。 

山手コミュニティーセンターでは今なお復興途上にある被災地を応援するため、街頭募金活動を

行います。短時間でもかまいません。ご協力をお願いします。 

【日時】3 月 10 日(日) 11：00～15：00 

【場所】JR 高田馬場駅周辺 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190226-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃７┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【ウエルネス東陽町】 

東日本ＹＭＣＡ少年少女水泳交歓会に幼児から高校生まで 47 人が出場し健闘しました！ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/02/20190225.html 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/language/kids_toyocho.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/minami.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/shinonome.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/02/20190226-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/02/20190225.html


 

●【東雲児童館／東雲学童クラブ】 

平成 30 年度利用者アンケートの結果を公表しました。 

▽https://www.tokyoymca.org/childcare/jidoukan/news/20190208_01.html 

 

 

●【しののめＹＭＣＡこども園】 

 

・ブロッコリーを育てました 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/01/20190220.php 

 

・お相撲さんとお餅つきをしました 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/02/20190220-2.php 

 

 

●【国際ホテル専門学校】 

ホテル科 1 年生が６ヶ月間の実習を終え、祝賀パーティを開催しました。 

▽https://hotel.ymsch.jp/news/2019/02/20190221-001.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）  

 

https://www.tokyoymca.org/childcare/jidoukan/news/20190208_01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/01/20190220.php
http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/02/20190220-2.php
https://hotel.ymsch.jp/news/2019/02/20190221-001.html
mailto:tokyoymca-mm@tokyoymca.org


+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

■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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