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┃１┃東日本大震災から 8 年。各地で街頭募金等を実施 

┃２┃「ＹＭＣＡ保育園ねがい」2019 年 7 月開園予定 

┃３┃イベント・お知らせ 

┃４┃新年度に向けて各種体験会実施 

┃５┃感謝報告 

┃６┃ボランティア説明会・講習会 

┃７┃近況報告 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃東日本大震災から 8 年。各地で街頭募金等を実施 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

東日本大震災から 8 年。熊本大震災から 3 年が経つ春。 

今なお消えない悲しみを抱え、不自由な生活を余議なくされている被災地を応援したいと、東京

ＹＭＣＡは、今年も 3 月 11 日前後に街頭募金ほか、「希望の凧揚げ」や「ふくしまキッズスキ

ー」などイベントを実施しました。 

 

 

・「希望の凧揚げ 2019」 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/21090313-03.html 

・南コミュニティーセンター街頭募金 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190312-02.html 

・山手コミュニティーセンター街頭募金 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190315-01.html 

・ふくしまキッズスキークラブ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/03/20190315.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃「ＹＭＣＡ保育園ねがい」2019 年 7 月開園予定 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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世田谷区船橋に今年７月「ＹＭＣＡ保育園ねがい」が誕生します。  

これは1998年から世田谷区奥沢で運営してきた公認保育室「ＹＭＣＡチャイルドケアセンター」

が、区の委託を受けて認可保育園に移行するもので、定員は 0 歳から就学前児までの 79 人。「希

望ヶ丘」地域の「希」から「ねがい」と名付けました。 

 

▽詳細はこちら 

⇒https://www.tokyoymca.org/childcare/negai/ 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃３┃イベント等ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【講演会】サポートのあるさまざまな働き方講演会（3/17） 

 

発達障がいのある方の就労サポートをしている杉本大祐氏をお招きし、一人ひとりに合った働き

方のための就労準備や、就労後の実際についてお話いただきます。 

【日 時】3 月 17 日（日）13：30～15：30（開場 13：00） 

【場 所】山手コミュニティーセンター（新宿区西早稲田） 

【入場料】1,000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/03/20190305-02.html 

 

 

●【ウォーキング】～飛鳥山からシダレサクラの六義園～（ＷＨＯ）（3/23） 

 

「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。 第

228 回となる 2019 年 3 月は、飛鳥山から六義園を訪ねます。どうぞお気軽にご参加ください。 

【日 時】3 月 23 日（土）9：45～14：45 頃 

【場 所】集合：JR 王子駅北口／解散：JR 駒込駅 

【参加費】300 円 ＊初参加の方は名札代 200 円別途 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190308.html 

 

 

●【講演会】「聖書 聖書協会共同訳」～回顧と展望（午餐会）（4/18） 

 

一般財団法人日本聖書協会総務部主事補の岩本潤一さんをお招きして、12 月に刊行された「聖

書 聖書協会共同訳」について、これまでの聖書との違いなどを伺います。 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/03/20190305-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190308.html


【日 時】4 月 18 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/2019/03/20190305-01.html 

 

 

●【海外キャンプ】北米ＹＭＣＡサマーキャンプ・語学研修 申込み受付中！ 

 

北米ならではのダイナミックなキャンプ場で、現地の子どもたちと一緒に乗馬やサーフィンなど

に挑戦したり、現地ＹＭＣＡの関係者宅でホームステイをしたり。ＹＭＣＡならではの交流プロ

グラムです。お申込みはお早目に。 

【対 象】小学 3 年生～17 歳（コースにより異なります。） 

【費 用】約 40～50 万円程度 

【日 程】7 月下旬より、14～18 日間 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/program_abroad.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃新年度に向けて「体験会」を実施 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

4 月からの新学期、ＹＭＣＡで水泳、英語などを始めませんか？ 

幼児から中学生を対象に下記のセンターで「体験会」を行います。 

 

 

【南コミュニティーセンター】(世田谷区） 

 

●発達障がいやその周辺の課題のある中学生対象：ＡＳＣＡ中学生クラス（4/6） 

人との関わりの中で楽しい時間を過ごしながら社会性を身につけていきます。ぜひ一度、ＡＳＣ

Ａのプログラムを体験してみてください。 

【日 時】4 月 6 日（土）10：15～12：00 

【参加費】2,700 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/03/20190314.html 

 

 

【山手コミュニティーセンター】（新宿区西早稲田） 

 

●新年少～新小２対象：水泳・英語クラス（3/21-23） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/03/20190305-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/program_abroad.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/03/20190314.html


長年英語や水泳クラスを行っているＹＭＣＡでは、小さいお子さまから安心してご参加いただけ

ます。 

▼水泳クラス 

【日 時】3 月 21 日（木・祝）13：20～14：30 

▼英語クラス 

【日 時】3 月 21 日、22 日、23 日 時間は下記ページをご覧ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190305.html 

 

 

【東陽町語学教育センター】（江東区東陽） 

 

●幼児～小学生対象：キッズ英語クラス（4/3） 

はじめての方を対象に無料体験レッスンをご用意しました。担当の講師によるレッスンを体験後、

コース内容の詳細をご説明します。 

【日 時】4 月 3 日(水) 15:30-16:20(幼児）、16：30-17：20（小学生） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/03/20190314-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃５┃感謝報告 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【芝浦こども園】「ライオンちゃん」が来園、正しい手洗いを教えてくれました！ 

 

東京ＹＭＣＡが運営する「港区立芝浦アイランドこども園」に「ライオンちゃん」と「アラウー

タン」が来園。正しい手洗いの方法を、紙芝居と踊りで楽しく教えていただきました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/03/20190301-1.html 

 

 

●【liby チャリティーコンサート】不登校など青少年支援のため 20 年 

 

「越智光輝さんと愉快な仲間たち」、三菱商事コーラス同好会の皆さまほか多くの方の協力で開

催されている「liby チャリティーコンサート」が第 20 回を迎えました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/03/20190314-1.html 

 

 

●【にほんご学院】スピーチコンテストを会員・ワイズメンズクラブがサポート 

 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190305.html
http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/03/20190314-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/03/20190301-1.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/03/20190314-1.html


留学生たちは今年も熱意あふれるスピーチを披露。会員が審査員をつとめ、ワイズメンズクラブ

からは賞金などをいただきました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2019/03/20190314-02.html 

 

 

●【江東センター】第 50 回ワイズカップサッカー大会に小学生 550 人参加 

 

ＹＭＣＡサッカーチームの子どもたちに試合を体験させたいと「東京江東ワイズメンズクラブ」

が始めてくださった「ワイズカップサッカー」が第 50 回を迎えました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190314-02.html 

 

 

●【江東センター】バングラデシュの教育支援へ ～園児・小学生等 30 人が街頭募金 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190314-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃６┃ボランティア説明会・講座のお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【説明会】日本語ボランティア養成講座 2019 

 

「外国人に日本語を教えるボランティアがしたい！」「職場や地域の外国人と、うまくコミュニ

ケーションをとりたい。」という方を対象に 5 月下旬～全 15 回の講座を開講します。まずは下

記の事前説明会にお越しください！ 

【日 時】5 月 11 日（土）10：30～11：30／5 月 14 日（火）14：00～15：00 

【場 所】東京ＹＭＣＡにほんご学院（江東区東陽） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2019/02/20190228.html 

 

 

●【学生ボランティア募集説明会】 

 

ＹＭＣＡでは子ども・障がい者のキャンプ等で子どもたちのお兄さん、お姉さんとしてプログラ

ムを企画運営する「ユースボランティアリーダー（通称：リーダー）」を募集しています。 

4 月から 5 月にかけて下記ページのとおり説明会を開催します。ぜひご参加ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190307-01.html 
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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃７┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【ピンクシャツデー】 

今年もＹＭＣＡは世界的ないじめ反対運動「ピンクシャツデー」に 2 月 27 日、全国一斉に取り

組みました。 

東京ＹＭＣＡでは、子どもたちや教職員が、ピンクのものを身につけてアピールをしたり、「い

じめとは何か？」「どうすれば防げるか？」を考える授業を実施しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/02/20190228-01.html 

 

 

●【東陽町コミュニティーセンター】 

東京大空襲体験画展とピースコンサートを実施しました。連日会館を訪れる多くの方が足を止め、

熱心に絵に見入っていました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190312-03.html 

 

 

●【江東幼稚園】 

1 月の園の様子をご覧ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2019/02/20190228-01.html 

 

 

●【しののめこども園】 

親子礼拝を行いました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/02/20190227.php 

 

 

●【山手コミュニティーセンター】 

子どもたちの「定例野外グループ活動」のボランティアリーダーが、1 年を振り返って 1 泊の「リ

トリート」を実施しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/03/20190313-01.html 

 

 

●【国際ホテル専門学校】 

『2020 年度入学案内パンフレット』が完成！ 

▽https://hotel.ymsch.jp/news/2019/03/20190307-01.html 
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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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