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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃サマーキャンプ・スクールのお知らせ（第２報） 

┃２┃「ＹＭＣＡ保育園ねがい」～内覧会お知らせ 

┃３┃イベント等ご案内 

┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 

┃５┃会員・ご関係者みなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃サマーキャンプ・スクールのお知らせ（第２報） 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●夏のキャンプ・各種スクールの全要項が決まりました。 

今季もキャンプ・日帰りキャンプのほか英語、短期水泳、テニス、ピアノなど約 50 のコースを

ご用意して、皆さまのご参加をお待ちしております。 

受付開始は 6 月 7 日～（会員の先行予約は 6 月 5 日～）です。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/05/20190509-01.html 

 

＊先行予約には・・・ 

5 月 29 日までに会員番号の取得もしくはご確認をお願いします。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/05/20190521-01.html 

 

 

上記のほかに、下記の特色あるキャンプも予定しています。（受付方法などは各ページでご確認

ください） 

 

 

●【新企画】アメリカの高校生と交流キャンプ（7/13-15） 

 

アメリカＹＭＣＡから来日する高校生と、山中湖で交流キャンプを行ないます。英語で生活しま

すので、国内にいながら海外キャンプのような体験ができます。 

【日 時】7 月 13 日(土)～15 日(月) ＊5 月 27 日～受付開始 

【対 象】中 2～高 3（英検準 2 級程度以上の方） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/05/20190509-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/05/20190521-01.html


【参加費】59,400 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/05/20190516.html 

 

 

●【発達障がいのある小･中･高校生対象】おひさまキャンプ（8/19～22） 

 

ＡＣＣＪ（在日米国商工会議所）に助成をいただいて開催しているキャンプです。受付開始は 6

月 14 日～です。 

【日にち】8 月 19 日（月）～22 日（木）3 泊 4 日 

【参加費】54,000 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/05/20190521.html 

 

 

●「キッズワールドカップ in 韓国」（8/5-9） 

 

アジア各地のＹＭＣＡ（台湾・北京・シンガポールなど）の小学生が韓国に集まり、「サッカー」

を通じて交流を深めるプログラムです。 

【日にち】8 月 5 日（月）～9 日（金） 

【参加費】50,000 円  

【対 象】 サッカー経験のある小学 3～6 年生（ただし東京ＹＭＣＡ登録者限定です） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190524-2.html 

 

 

●北米ＹＭＣＡサマーキャンプ（ニューヨーク／ボストン） 

 

アメリカの YMCA でキャンプやホームステイをする「ダイナミックサマー」は、6 月 8 日で受

付締切となります。ご関心のある方はお早目にどうぞ。 

【日にち】7 月下旬～8 月中旬（18 日間） 

【参加費】約 51～53 万円 

【対 象】小 3～中 3 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/05/20190523.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃２┃「ＹＭＣＡ保育園ねがい」～内覧会お知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

世田谷区に 7 月オープン予定の「ＹＭＣＡ保育園ねがい」の内覧会を行ないます。 

http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/05/20190516.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/05/20190521.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190524-2.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/05/20190523.html


2 月から工事を進めている「ねがい」は、保育室の壁をなくして異年齢交流ができるなど、ＹＭ

ＣＡの保育理念をもとに形作られています。ぜひご覧ください。 

 

【日にち】6 月 29 日（土）13:00～15:00 

【会 場】ＹＭＣＡ保育園ねがい（世田谷区船橋 6-26-5-101） 

▽https://www.tokyoymca.org/childcare/negai/news/20190522.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃３┃イベント等ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【講演会】『性の豊かさをめぐって』平良愛香氏 (午餐会 6/17） 

 

自ら男性同性愛者であることをカミングアウトして牧師になった平良愛香氏から、ＬＧＢＴにつ

いてお話伺います。 

【日 時】6 月 17 日（月）12:00～13:30 

【参加費】3,000 円（食事付き） 

【会 場】東京大学ＹＭＣＡ 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/05/20190513.html 

 

 

●【東陽町語学】International Festival 2019 ～世界の文化を体験しよう（6/15） 

 

英語の先生たちが、イギリス、シンガポールなど母国について紹介します。さまざまな国・地域

の文化や料理などを一日で体験できる、YMCA ならではのイベントです。 

【日時】6 月 15 日（土）15:30～17:00 

【対象】幼児～小中学生 【参加費】800 円 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/05/20190516.html 

 

 

●【東陽町】テニス大会・集中レッスン 2019 年 5～6 月のスケジュールご案内 

 

平日夜や毎週土日に、どなたでも参加できるテニス大会「ＹＭＣＡ庭球人（てにんちゅ）カップ」

と「テニス集中レッスン」を開催しています。 

定期的にスクールに通えない方、試合に備えて練習したい方など、お気軽にどうぞ。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/05/20190507-01.html 

 

https://www.tokyoymca.org/childcare/negai/news/20190522.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2019/05/20190513.html
http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/05/20190516.html
http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/05/20190507-01.html


 

●【芝浦こども園】乳幼児親子対象イベント（園庭開放／誕生日会／ピアノコンサート） 

 

地域の子育てを応援するため、港区立芝浦アイランドこども園は毎月、園庭開放やお誕生日会を

開催しています。お気軽に遊びにいらしてください。 

6 月 27 日にはピアノコンサートを予定しています。  

▽https://www.tokyoymca.org/childcare/shibaura-kodomo/news/20190516_01.html 

 

 

●【水上安全】ウォーターセーフティーキャンペーン開催（6/16） 

 

水難事故から子どもたちを守るため、全国各地のＹＭＣＡは 6 月 16 日『ウォーターセーフティ

ーキャンペーン』を開催します。東京ＹＭＣＡでは、幼児～小学生を対象に着衣泳体験や出張授

業を予定しています。詳細は後日あらためてお知らせします。 

▽昨年の様子はこちら⇒http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2018/06/20180626.html 

 

 

●【障がいのある子どもたちのスポーツ体験】DREAM クラス（6/2） 

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。5 月は

「体作り運動」と「泳法レッスン」を行ないます。 

【日 時】6 月 2 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/2019/05/20190523-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃４┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【パラアスリートとスポーツ体験】 

肢体不自由児とその家族を対象としたスポーツ体験イベント「第 4 回ドリームキャンプ」を 4

月 29 日、三菱商事株式会社と共催で実施。車いすラグビー、車いすバスケットボールのほか親

子ストレッチなどを楽しみました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/05/20190517-01.html 

 

 

●【フィンスイミング日本選手権で優勝】関野義秀先生（社会体育・保育専門学校） 

足にヒレをつけて泳ぐ「フィンスイミング」の日本選手権大会に、東京ＹＭＣＡ社会体育・保育

https://www.tokyoymca.org/childcare/shibaura-kodomo/news/20190516_01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/05/20190523-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/shougaiji/2019/05/20190517-01.html


専門学校の関野義秀先生が出場。4×200ｍリレーで優勝するなど好成績をおさめました！10 月

にはアジア選手権大会に出場します。 

▽https://sports.ymsch.jp/news/2019/05/2019-05-22.html 

 

 

●【神田川船の会】 

今年 40 周年を迎えた「神田川船の会」は 5 月 11 日、第 79 回のクルーズを実施。晴天に恵まれ、

200 人の方が乗船されました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190523-01.html 

 

 

●【しののめこども園】 

▽潮干狩りに行ってきました 

http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/05/20190515-01.php 

 

▽歯科検診と歯のおはなし 

http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/05/20190522.php 

 

 

●【江東コミュニティーセンター】 

 

▽子ども 500 人が参加「第 36 回 深川八ヶ町こども大運動会」開催 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190516-01.html 

 

 

▽「江東親睦会」に約 800 人、地域の方も多数来場 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190523-02.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃５┃会員・ご関係者みなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる」に会員の磯部成文さんが登場します。 

 

東京ＹＭＣＡの常議員や委員などを歴任されてきた磯部成文（いそべ・しげふみ）さんが、ＮＨ

Ｋの番組「チコちゃんに叱られる」で紹介されます。 

 

https://sports.ymsch.jp/news/2019/05/2019-05-22.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190523-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/05/20190515-01.php
http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/05/20190522.php
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190516-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/05/20190523-02.html


磯部さんが会長を務める「フットマーク株式会社」は、日本初の学童用水泳帽子ほか多数の商品

を開発し、さらには「介護」という言葉を発明して、介護おむつカバーの開発も手がけるなど先

駆的な取り組みを続けています。番組ではどんなクイズが出されるのか？ お楽しみに！ 

 

【番組放映時間】 

5 月 24 日（金）19:57～20:42 

5 月 25 日（土）08:15～09:00 

 

 

●明日 5 月 25 日は「会員大会」です。 

 

第 17 回 会員大会を明日 25 日（土）午後 1 時から開催します。会場は山手センターです。お間

違いのないようお願いします。申込み期日は過ぎておりますが、飛び入り参加も歓迎です。皆さ

まのお越しをお待ちしております。 

 

【日時】5 月 25 日（土）13：00～16：00 

【会場】東京ＹＭＣＡ山手コミュニティーセンター 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/04/20190416-01.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）  

 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/04/20190416-01.html
mailto:tokyoymca-mm@tokyoymca.org
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■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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