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┃１┃世界ＹＭＣＡ175 年記念に、175 分のボランティア 

┃２┃水難事故から子どもを守る「ウォーターセーフティーキャンペーン」 

┃３┃機関紙「東京ＹＭＣＡ」6/7 月号特集「キャンプ 100 年」 

┃４┃イベント等ご案内 

┃５┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

┃１┃世界ＹＭＣＡ175 年記念に、175 分のボランティア 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ＹＭＣＡの誕生日である 6 月 6 日に、世界中のＹＭＣＡが共通のアクションをおこす「ワール

ド・チャレンジ」。175 周年の今年は"Volunteerism(ボランティアイズム)"をテーマに、世界 120

の国と地域にあるＹＭＣＡが一斉にボランティア活動を実施しました。 

 

ペンキ塗り、植木の手入れ、洗車、福祉施設訪問など各国各様の活動が行なわれた中、東京ＹＭ

ＣＡでは東陽町センターの学生や子どもたち、近隣企業の社員など 132 人がクリーンウォーク

をしたほか、インターナショナルスクール（ＴＹＩＳ）の生徒たちがホームレス支援のＮＰＯを

訪問し食材を寄付しました。 

 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190614.html  
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┃２┃水難事故から子どもを守る「ウォーターセーフティーキャンペーン」 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

全国のＹＭＣＡは今年もまた 6 月に「ウォーターセーフティーキャンペーン」を行ない、地域

の親子を対象に着衣泳講習会を実施。「ウォーターセーフティーハンドブック」も改訂し、小学

校などに広く配布しました。 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190614.html


ハンドブックでは、水遊びの注意事項からＡＥＤの使い方まで、水上安全の知識を 14 ページに

わたって紹介しています。楽しく安全な夏休みのため、ぜひダウンロードしてご活用ください。 

 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/wellness/2019/06/20190621.html 
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┃３┃機関紙「東京ＹＭＣＡ」6/7 月号特集「キャンプ 100 年」 
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●毎月発行している機関紙「東京ＹＭＣＡ」は 6／7 月合併号として「2020 年 キャンプ 100 年」

を特集。さまざまな「キャンプストーリー」を掲載しました。メルマガ読者のみなさまには一足

先に PDF 版をお送りします。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/about/paper.html 

 

 

●まだ間に合うサマーキャンプ、スクール 

おかげさまで今夏のキャンプ・スクールもたくさんの方にお申込みいただいておりますが、まだ

受付可能なコースもあります。ご参加をお待ちしています。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2019/06/20190625-01.html 
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┃４┃イベント等ご案内 ＊開催日順 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【講演会】「『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』の世界遺産登録を受けて」(午餐会

7/3） 

 

長崎出身の司祭で現在日本カトリック司教協議会会長の高見三明さんから、世界遺産に登録され

た『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』についてお話を伺います。 

【日 時】7 月 3 日（水）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/2019/06/20190620-01.html 
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●【学園祭】東京ＹＭＣＡ医療福祉専門学校 夏まつり（7/7） 

 

学生たちによる模擬店や発表のほか、こどもコーナーなど、ご家族みなさまでお楽しみいただけ

ます。オープンキャンパスも同時開催です。 

【日時】7 月 7 日（日）10:00～14:00 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/  

 

 

●【障がいのある子どもたちのスポーツ体験】DREAM クラス（7/8） 

 

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。7 月は

「体作り運動」と「着衣泳」を行ないます。 

【日 時】7 月 8 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/news/2019/05/20190606-01.html 

 

 

●【入園説明会】2020 年度 International Kids Garden（英語幼児園 7/11～） 

 

３歳～５歳児のお子さまを対象とした全日制の英語幼児園「東京ＹＭＣＡインターナショナルキ

ッズガーデン」が 2020 年度入園生対象の説明会・保育見学会を行ないます。 

【日程】7 月 11 日（木）、9 月 10 日（火）、19 日（木）、27 日（金） 

【時間】10：30‐12：00 ※事前にご予約ください。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/language/2019/06/20190612.html   

 

 

●【東陽町テニス】テニス大会・集中レッスン 7 月のスケジュールご案内 

 

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、平日夜と土日に開催しています。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/2019/05/20190529.html 

 

 

●【中高生 cafe】南コミュニティーセンター／毎(水)(木)開催中  

 

中高生のためのオープンカフェ「中高生 Cafe」。宿題に、おしゃべりに、休憩に、自由にお使い

ください。Wi-Fi フリー。毎週（水）(木）15：00～19：00 にオープンしています。お友だちと

一緒にぜひどうぞ。 

http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/
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▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190606-03.html 

 

 

●【にほんご de cafe】東陽町センター 7 月～9 月のご案内 

 

外国の方と一緒に月に 1 回木曜日、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ会です。7 月 4 日は「七

夕 cafe」、8 月 1 日は「花火 cafe」。いずれも（木）14：00～15：30。 

【場 所】東陽町コミュニティーセンター 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190611-01.html   

 

 

●【下町こどもダイニング】東陽町センター7～9 月のご案内 

 

子どもの「孤食」をテーマに毎月 1 回月曜日に開催している「子ども食堂」です。食事の前後

に学生ボランティアと一緒にゲームや歌で遊び、みんなで楽しくお食事します。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190606-02.html  

 

 

●【夏まつり】オール東京ＹＭＣＡ「夏まつり」（8/24、東陽町） 

 

東京ＹＭＣＡの全センターの会員が力をあわせて、模擬店や子どもコーナーなどたくさんのブー

スを出す「夏まつり」。今年もまた夏の終わりに楽しい一日をお過ごしください。 

【日 時】8 月 24 日（日）11：30～15：30（予定） 

【場 所】東陽町センター 
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┃５┃近況報告 ――  各部のブログより 
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●【保育園ねがい】7 月 1 日に開園します 

いよいよ来週、世田谷区に認可保育園「ＹＭＣＡ保育園ねがい」を開園します。保育室も園庭も

おもちゃも準備が整い、職員一同、新入園児さんたちの登園を楽しみにしています。保育室の写

真をアップしましたのでご覧ください。 

▽https://www.tokyoymca.org/childcare/negai/news/20190604_01.html 

 

 

●【高等学院】卒業生からメッセージ 

http://tokyo.ymca.or.jp/community/2019/06/20190606-03.html
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3 月に卒業した「cozy さん」がメッセージを投稿してくれました。 

中学時代に不登校を経験された cozy さん。高等学院ではキャンプなどをとおして「閉じこもっ

ていた殻が破れるようになり」友だちと一緒に楽しく過ごせたと、自身の体験を紹介くださいま

した。 

▽http://bit.ly/2N23OTb 

 

 

●【グランチャ東雲】「ふれあい移動どうぶつ園」に 429 人が来場！ 

今年は、ひよこ、モルモット、うさぎ、やぎ、ひつじに、大きなリクガメも来てくれました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/report/2019/05/20190524-01.html   

 

 

●【しののめこども園】園の近況 内科検診と内科のおはなし 

こども園では内科健診を実施し、園児の健康状態や成長を見守るとともに、保護者対象に「内科

のおはなし」も行いました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/childcare/shinonome/news/2019/06/20190605.php  
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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 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

 

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）  
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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。  
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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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