
相澤 加壽子
青木 理恵子
赤川 惠子
浅野 歌都子
浅原 由美
天野 文子
有賀 光子
有坂 了堅
飯田 典子
五十嵐 和子
池上 三喜子
池田 祐輔
石川 松子
石橋 玲子
石渡 能子
泉 実紀子
市川 順子
乾 康子
井上 久美子

井原 文子
今井 多美子
岩金 滋代
岩城 紀代子
上野 操
内田 信子
内田 康夫
内山 康一
内山 佳子
宇津 陽子
梅原 忍
浦野 和一
江尻 美穂子
榎本 祥子
及川 津紀子
大久保 智子
大崎 美子
大野 綾子
大庭 貞江
大海 由嗣

長田 直子
小澤 敏
小田川 悦子
角田 彦平
梶野 信子
梶山 好美
柏木 妙子
勝田 寿信
加藤 みち代
金井 淑子
金子 宏樹
鎌内 啓子
川尻 泰子
菊田 友美
北村 和子
木對 節子
木村 澪子
桐山 澤
楠本 道子
国井 愛子

郡 恭子
後藤 惠子
小林 圭司
小林 ヤス子
最所 郁恵
齋藤 民子
齊藤 ヒロ
坂井 史子
坂口 和子
笹岡 やすみ
佐藤 雅大
佐藤 マリ子
J.E. ランデス
重川 利枝
芝崎 良子
柴田 慶子
島崎 真奈美
島崎 玲子
下川 憲子
菅谷 弘華

杉野 孝子
杉本 陽子
鈴木 加奈
鈴木 孝幸
鈴木 俊子
鈴木 誠
鈴木 伶子
関根 秀幸
世良 俊
高倉 もも代
高月 三世子
高橋 礼子
田口 美穂
田口 理架子
楯石 てる子
田中 満智子
谷山 久美子
田村 セツ
田和 榮
槌田 知惠

アサヒワンビールクラブ
アサヒワンビールクラブ
アレハンドロコンサート実行委員会
板橋センターの事業を支える
　クリスマスバザー実行委員会
イタリア･エトルリアの旅
カシオペイアリーダー有志
株式会社 ルーモライフ
　コーディネーション
9条世界宗教者会議
区民とつくる地場演劇の会
公益社団法人Civic Force
公益社団法人シャンティ
　国際ボランティア会
シニアダイヤル有志
シマウマくらぶ親の会

シュタイングレーバー先生ご夫妻を囲む会
全国友の会
地域英語研究会
ティーポットサロン有志
東京YWCA東日本大震災支援バザー
　実行委員会
特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ
日本キリスト教団久が原教会
三菱商事株式会社
ゆりの木工房
四葉珠算学院
「留学生の母親」運動城南地域の会
「留学生の母親」運動千代田線沿線地域の会
「留学生の母親」運動を支える会
その他有志

個人 企業・団体

以上、感謝をもってご報告申し上げます。

東京YWCAをご支援くださる皆様に心より感謝申し上げます。2015年度は、寄付
目標額1,099万円のところ、12月末現在で1,196万6,553円のご寄付と1件の遺
贈をいただいております。ご支援くださいました多くの皆さまには深く感謝申し上
げますとともに、今後とも東京YWCAへのお支えを心よりお願い申し上げます。

2015年7月1日～12月31日にご寄付いただいた皆様（敬称略・五十音順）

椿 まゆみ
手島 千景
東方 久男
土岐 尚子
戸田 美津子
外﨑 弘子
土肥 怜子
外山 真理
中島 みさ子
中野 キミ子
中村 みゆき
那須野 玲子
新美 まり
西田 悦子
新田 和子
布村 美弥子
野﨑 斐子
蓮沼 菖子
濱田 文子
林 加奈子

林 里絵
原田 國子
日笠 征恵
平野 久美子
平野 恵子
藤井 野百合
藤田 阿弥子
藤村 崇
細川 武
細野 節
堀木 利夫
前田 侑子
町田 洋子
松尾 道夫
松木 真奈
松﨑 美子
松田 明美
三鬼 綾子
三島 次郎
水上 元子

三井 公子
宮城 崇美子
宮崎 珠子
宮﨑 陽子
宮下 まり
宮本 統子
村上 由美子
毛利 亮子
森 かれん
八木 達郎
八木 敏子
八木 正子
八束 嗣也
山口 ふじ子
吉田 朋子
吉田 秀雄
ランデス ハル
渡辺 峯
匿名37名

場所：東京YWCA野尻キャンプ場（長野県野尻湖畔）
申込：青少年育成事業部　TEL : 03-3293-5466　＜5/17（火）より＞

Woman

発行日：2016年4月15日 （年2回発行）

◯/◯（◯）

収益は、おもに福島の放射線の高い地域の子どもたちを、転地保
養として東京YWCA野尻キャンプに招くために用います。

会場：東京YWCA会館

第6回東日本大震災支援バザー

7/2（土）　10:30～16:00

5/25(水)夜、夏の選挙に向け中野晃一氏からお話を伺います。
会場：東京YWCA会館

第24回憲法カフェ

5/14～7/2　毎週土曜15：45～18：00。全8回です。
会場：東京YWCA会館

乳がん術後女性のための“アンコア”

特集
東京YWCAは1929年に日本で最初の女性専用プールを開設し、スポーツや運動の機会を
提供してきました。「女性が自発的に自分の健康を考えてより良く生活できるように」という
考えを受け継ぎ、現在も運動したいと願う女性を女性専用施設でサポートしています。

り、思いがけず病気になったり、気持
ちがふさぐこともあるでしょう。皆が
「強く、早く、かっこよく」を目指さなく
てよい、その人なりの健康を保つた
めに運動を楽しみながら続けていけ
るのがYWCAです。さらに、身体に障
がいがあったり、病後などで体を動
かすことに不安があり機会を得にく
い人のためのプログラムも用意して
います。乳がん手術後の女性をサ
ポートする「アンコア」に参加した女
性は、傷を見られたくない、ウィッグ
も外せないなどの理由から運動をあ
きらめていたが、術後初めてプールに
入れたことに感激し、からだを動かす
ことで笑顔になれることを実感した

YWCAのマークの正三角形は霊・
知・体を表し、人間にとって三つが等
しく重要であることを表しています。
心と体のバランスをととのえ、よりよ
い毎日を過ごしたいと誰もが願ってい
ますが、現実はこの10年で健康に関
する知識や意欲は上がったのに日常
生活における歩数は減少していると
報告されています。運動の機会をどう
得たらよいかわからない、運動を継続
できない人が多いことがわかります。

運動が得意な人もそうでない人もい
ます。また障がいのあるなしに関わら
ず、年齢を重ねていけば動きにくくな

と言います。また肢体不自由者水泳
あひるの会の参加者は自宅のお風
呂で溺れかけた時、水の中での立ち
方を教わったことを思い出し、自分
で息を吸うことができて命拾いをし
たと語ってくれました。

運動は一人でもできますが、人と一
緒にすることは続ける励みになりま
す。メンバーの一人は、あいさつを交
わし何気ないおしゃべりをしてまた
元気で会いましょうと別れる仲間が
いたから長い間続けられたと話して
くれました。初めの一歩をYWCAで
一緒に踏みだしませんか？

人とつながりながら運動を

““運動を楽しみながら健康に

今をよりよく生きるために

女性の健康

8/6（土）～8/9（火） 対象：5歳（年長）～小学2年生男女

わいわいキャンプ　初めての体験がたくさんあるよ
8/6（土）～8/10（水） 対象：小学3年生～6年生男女

小学生アドベンチャーキャンプ　どんな冒険が待ってるかな
8/10（水）～8/17（水） 対象：中学1年生～高校3年生女子

中高生スーパーチャレンジ・ガールズキャンプ
大人へのステップ。キャンプ生活&社会体験

8/19（金）～8/21（日） 対象：5歳～小学生とその保護者

ファミリーキャンプ　お子さんお孫さんと一緒にキャンプ

今年の夏も野尻に集合！今年は何をしようかな…

私たちは、「武力で平和はつくれない」という信念に基づき、安全保障法制に反対します。

Camp Nojiri　2016サマーキャンプ Newsletter
公益財団法人

Newsletterは、東京YWCAの事業活動を皆様にお伝えするための広報紙です。毎回特集で取り上げる事業を中心に、東京YWCAの今をお届けします。

Woma n
2016 April
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東京YWCA会館
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11
TEL : 03-3293-5421(代表)　FAX : 03-3293-5570
Email : office@tokyo.ywca.or.jp

公益財団法人東京ＹＷＣＡ
http://www.tokyo.ywca.or. jp

YWCA（ワイ・ダブリュー・シー・エー /Young Women's Christian Association）は、キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、
人権や健康や環境が守られる平和な世界を実現する国際NGOです。1855年英国で始まり、今では日本を含む120あまりの国と地域で、約2,500万人の女性たちが活動しています。

・東京YWCA板橋センター
・東京YWCA国領センター
・東京YWCA武蔵野センター
・東京YWCA野尻キャンプ場

Event 東京YWCAのイベントをご紹介します。皆様ぜひご参加ください。

●寄付申込書のダウンロードや、詳しい情報は東京YWCAホームページを
ご覧ください。

■銀行振込（お振り込み情報の確認のため、必ず寄付申込書をお送りください。）
　・ゆうちょ銀行（口座番号：10120 44516671）
　・三菱東京UFJ銀行 神保町支店（口座番号：普通預金 1924322）
　・みずほ銀行　九段支店（口座番号：普通預金 583583）
　いずれも口座名義：公益財団法人東京YWCA

■郵便振替（郵便局備え付けの払込用紙の通信欄に「寄付」とご記入ください）
　口座番号：00100-8-44681　加入者名：公益財団法人東京YWCA

ご寄付に関するお問い合わせ先　財団管理部企画課 TEL：03-3293-5436 Email：kaiin@tokyo.ywca.or.jp  

公益財団法人東京YWCAへのご寄付及び賛助会費は、寄附金控除の対象となります。制度の詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

ご寄付のお礼とお願い
皆様のご支援により支えられています



女性だけのよさ、自分のペースで

両腕にバランスリングをつけて深い方へ

お友だちと仲良く　親子水泳かめさんくらぶ

継続は力なり。このまま維持していきたい
飯島道子さん（ディープウォーターウォーキング5年目／66歳）

林野庁の交付金を受けて最終年の3
年目。2年かけてキャンプ場近隣の林
業地1ヘクタール全ての木を伐採しま
した。昨年9月に枝や葉をかき分けて
畝を作り、10月に信濃町の木『大山
桜』10本とカラマツ200本を植樹しま
した。伐採された大地に一直線に並ぶ
苗木は壮観でした。今後林業地の脇を
通るたびに成長を見守り、桜が咲く日

を待ちましょう。そして植樹した30cm
の苗木が木材となるのは50年後の未
来です。また、メインホールやゆかりハ
ウス前の枯れた赤松など倒れる危険
がある木を伐採しました。樹齢はなん
と98年。キャンプ場を守り続けてくれ
た木々に感謝するひととき、改めて世
代を越えた事業となる森林の偉大さを
実感するキャンプになりました。

特 集

森林ワーク　プロに学ぶ森づくり体験！

おもに福島の放射線の高い地域の母子のためのプログラム

東日本大震災被災者支援事業

12月23～29日に福島県内6市から母子20人が参加し都内で実施しました。午前
は、子どもは学習支援、母親はクラフト、午後は野外で自然体験やレクリエーション、
夜は静かに過ごし、早く休む生活重視の6泊7日間、大学生44人を含む68人のボ
ランティア、中央共同募金会、日本YWCA助成金、福島県補助金とご寄付に支えら
れ、たくさん遊び、冬休みの宿題も楽しく終わり、充実した日々を過ごせました。 拾った落ち葉は全部おみやげになりました

伐採から植林へ　森林再生のサイクルは
世代を越えた一大プロジェクトです

東京YWCAを若い女性に知ってほしい
気軽に足を運んでもらうきっかけ作りのイベント

女の防災Night　自分の身は自分で守れ！

10月、70か国500人がバンコクに集結

世界YWCA総会2015

日本からは、15人が参加。正義とジェンダー平等を実現
し、暴力・戦争のない世界をつくるために運動していく世
界共通の目標が採択されました。

Y’sホーム ハイホー、2016年2月スタート

「地域で暮らす」を支援

公益財団法人東京YWCAが支援するNPO法人東京
YWCA福祉会が、板橋区高島平に障がい者グループ
ホーム（共同生活援助）を開所し、7人が入居しました。

ご関心のある方はどうぞお問い合わせください

女性の健康事業部 03-3219-2565 wow@tokyo.ywca.or.jp
東京YWCA会館地下1階（最寄駅：JR・地下鉄御茶ノ水、地下鉄神保町、小川町 他）
☎

護身の動き、お手本の次は自分たちでトライ

特集 女性の健康

無理のない運動を安全に楽しく
目的が達成できるよう運動の継続をサポート

自分の力量にあった運動を楽しむ ボランティアも責任をもって

ボールに乗って（中央星さん） 仲間と打ち合わせ（左石橋さん）

学生の頃YWCAの水泳指導
者養成の講習を受けた後、関
わるように。障がいのある方
にこそ水の中の無重力を味
わってもらいたいです。水に対
する恐怖心を取り除くことを
心がけています。

40代の頃骨折してリハビリの
ため通い始めました。全く泳
げませんでしたが、数年かけ
て泳げるように。週3回を目標
に水泳やスタジオでの運動を
続けています。元気でいられ
て幸せです。

星恵美子さん（サポートコースメンバー／80歳） 石橋玲子さん（肢体不自由者水泳あひるの会ボランティア）

1本1本、心をこめて植樹しました

Topics 東京YWCAの最新の活動の中から、注目の話題をお伝えします。

若手職員がチームを組んで企画・実施
をしました。11月13日夜に集まった参
加者は女性のみ20～30代を中心に
20人。講師2人も女性を招いて、前半
では避難所で困ることや備えておくと
良いものなど防災のお話を女性の視

点から聞き、後半は、護身術入門として
歩き方や日常で行える護身の動きを体
験しました。参加者からは、楽しくてた
めになった、防災や護身は特別なこと
ではなく日常なのだと感じたなどの感
想がありました。

施設は段差を出来るだけ少なくし、移
動しやすいようプール・スタジオ・ジム・
更衣室がワンフロアーにまとめられてい
ます。運動指導者は全員女性で資格を
持ち指導経験も豊富。つぎのようなプ
ログラムがあります。
サポートコースメンバー　プール・スタ
ジオ・ジムで、自分のペースで運動しな
がら健康づくりができます。定期的な運
動アドバイスでサポート、健康相談やセ
ミナーも実施しています。
ディープウォーターウォーキング　腰

や膝の関節痛の予防・改善をめざす水
中運動です。
アクアサポート　プールでの運動がひ
とりでは困難な女性に個別対応します。
アンコア　乳がん術後の女性の心身の
健康回復をサポートします。
発達に遅れや偏りのある女児の親子
水泳かめさんくらぶ　5歳から小学6
年生の女児とお母さんが対象です。
肢体不自由者水泳あひるの会　ボラン
ティアがマンツーマンで初心者向けの
水泳指導を行います。

できてホッとすることもあります。自分
より上の世代の方もお元気で意識の
高い方が多く、こんな風に歳を重ねた
いと思うことも多いです。電車に乗って
1時間かけて通っていますが、大変さは
感じません。水に入ってリラックスして
今日は運動したなと充実した気持ちで
帰れます。

膝が痛くて正座するのも大変な時、水
泳が出来なくても、眼鏡をかけたまま
でも大丈夫と言われ参加しました。
プールの深いところで浮き具を付けバ
ランスを取って体幹を鍛えています。1
～ 2年続けているうちに痛みはなくな
り正座もできるようになりました。女性
だけなので運動に集中できるし、共感



女性だけのよさ、自分のペースで

両腕にバランスリングをつけて深い方へ

お友だちと仲良く　親子水泳かめさんくらぶ

継続は力なり。このまま維持していきたい
飯島道子さん（ディープウォーターウォーキング5年目／66歳）

林野庁の交付金を受けて最終年の3
年目。2年かけてキャンプ場近隣の林
業地1ヘクタール全ての木を伐採しま
した。昨年9月に枝や葉をかき分けて
畝を作り、10月に信濃町の木『大山
桜』10本とカラマツ200本を植樹しま
した。伐採された大地に一直線に並ぶ
苗木は壮観でした。今後林業地の脇を
通るたびに成長を見守り、桜が咲く日

を待ちましょう。そして植樹した30cm
の苗木が木材となるのは50年後の未
来です。また、メインホールやゆかりハ
ウス前の枯れた赤松など倒れる危険
がある木を伐採しました。樹齢はなん
と98年。キャンプ場を守り続けてくれ
た木々に感謝するひととき、改めて世
代を越えた事業となる森林の偉大さを
実感するキャンプになりました。

特 集

森林ワーク　プロに学ぶ森づくり体験！

おもに福島の放射線の高い地域の母子のためのプログラム

東日本大震災被災者支援事業

12月23～29日に福島県内6市から母子20人が参加し都内で実施しました。午前
は、子どもは学習支援、母親はクラフト、午後は野外で自然体験やレクリエーション、
夜は静かに過ごし、早く休む生活重視の6泊7日間、大学生44人を含む68人のボ
ランティア、中央共同募金会、日本YWCA助成金、福島県補助金とご寄付に支えら
れ、たくさん遊び、冬休みの宿題も楽しく終わり、充実した日々を過ごせました。 拾った落ち葉は全部おみやげになりました

伐採から植林へ　森林再生のサイクルは
世代を越えた一大プロジェクトです

東京YWCAを若い女性に知ってほしい
気軽に足を運んでもらうきっかけ作りのイベント

女の防災Night　自分の身は自分で守れ！

10月、70か国500人がバンコクに集結

世界YWCA総会2015

日本からは、15人が参加。正義とジェンダー平等を実現
し、暴力・戦争のない世界をつくるために運動していく世
界共通の目標が採択されました。

Y’sホーム ハイホー、2016年2月スタート

「地域で暮らす」を支援

公益財団法人東京YWCAが支援するNPO法人東京
YWCA福祉会が、板橋区高島平に障がい者グループ
ホーム（共同生活援助）を開所し、7人が入居しました。

ご関心のある方はどうぞお問い合わせください

女性の健康事業部 03-3219-2565 wow@tokyo.ywca.or.jp
東京YWCA会館地下1階（最寄駅：JR・地下鉄御茶ノ水、地下鉄神保町、小川町 他）
☎

護身の動き、お手本の次は自分たちでトライ

特集 女性の健康

無理のない運動を安全に楽しく
目的が達成できるよう運動の継続をサポート

自分の力量にあった運動を楽しむ ボランティアも責任をもって

ボールに乗って（中央星さん） 仲間と打ち合わせ（左石橋さん）

学生の頃YWCAの水泳指導
者養成の講習を受けた後、関
わるように。障がいのある方
にこそ水の中の無重力を味
わってもらいたいです。水に対
する恐怖心を取り除くことを
心がけています。

40代の頃骨折してリハビリの
ため通い始めました。全く泳
げませんでしたが、数年かけ
て泳げるように。週3回を目標
に水泳やスタジオでの運動を
続けています。元気でいられ
て幸せです。

星恵美子さん（サポートコースメンバー／80歳） 石橋玲子さん（肢体不自由者水泳あひるの会ボランティア）

1本1本、心をこめて植樹しました

Topics 東京YWCAの最新の活動の中から、注目の話題をお伝えします。

若手職員がチームを組んで企画・実施
をしました。11月13日夜に集まった参
加者は女性のみ20～30代を中心に
20人。講師2人も女性を招いて、前半
では避難所で困ることや備えておくと
良いものなど防災のお話を女性の視

点から聞き、後半は、護身術入門として
歩き方や日常で行える護身の動きを体
験しました。参加者からは、楽しくてた
めになった、防災や護身は特別なこと
ではなく日常なのだと感じたなどの感
想がありました。

施設は段差を出来るだけ少なくし、移
動しやすいようプール・スタジオ・ジム・
更衣室がワンフロアーにまとめられてい
ます。運動指導者は全員女性で資格を
持ち指導経験も豊富。つぎのようなプ
ログラムがあります。
サポートコースメンバー　プール・スタ
ジオ・ジムで、自分のペースで運動しな
がら健康づくりができます。定期的な運
動アドバイスでサポート、健康相談やセ
ミナーも実施しています。
ディープウォーターウォーキング　腰

や膝の関節痛の予防・改善をめざす水
中運動です。
アクアサポート　プールでの運動がひ
とりでは困難な女性に個別対応します。
アンコア　乳がん術後の女性の心身の
健康回復をサポートします。
発達に遅れや偏りのある女児の親子
水泳かめさんくらぶ　5歳から小学6
年生の女児とお母さんが対象です。
肢体不自由者水泳あひるの会　ボラン
ティアがマンツーマンで初心者向けの
水泳指導を行います。

できてホッとすることもあります。自分
より上の世代の方もお元気で意識の
高い方が多く、こんな風に歳を重ねた
いと思うことも多いです。電車に乗って
1時間かけて通っていますが、大変さは
感じません。水に入ってリラックスして
今日は運動したなと充実した気持ちで
帰れます。

膝が痛くて正座するのも大変な時、水
泳が出来なくても、眼鏡をかけたまま
でも大丈夫と言われ参加しました。
プールの深いところで浮き具を付けバ
ランスを取って体幹を鍛えています。1
～ 2年続けているうちに痛みはなくな
り正座もできるようになりました。女性
だけなので運動に集中できるし、共感


