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W o m a n

特 集
東京YWCAでは、子どもキャンプ、学童保育、障がいのある子どものための療育、学習支援など、
多岐にわたり子どものための事業を行っています。それらの事業の中で、東京YWCAは子どもを
どのようにとらえているか、東京YWCAまきば保育園を通してお伝えします。

行ってきました。
45年前この地ではじめられた障がいの
ある子どもの保育グループや、統合保育

（障がいのある子どももない子どもも共
に育つ）『まきば幼稚舎』を経て、現在の
認可保育園東京YWCAまきば保育園
は生まれました。「子どもたちが幸せな
時間を過ごす場所でありたい。家族が信
頼を置き、子どもたちを安心して委ねる
ことのできる園でありたい」と願いなが
ら歩み、この 春6年目を迎えました。
2017年度は、0歳児から5歳児まで98
人の子どもたちを受けとめました。
2018年4月からは98人が登園してい
ます。緑豊かな広々とした園庭の木々
は、昔と変わらず大きな木陰をつくり、
子どもたちを見守っています。

東京YWCAが、常に大切にしてきたの
は、「子ども一人ひとりの存在はかけが
えのないものであること、それぞれの中
にその子どもだけの力が宿っている」と
いう、子どもの尊厳と子どもの存在を尊
重する姿勢です。これは、『神の前では皆
が等しくかけがえのない存在である』と
いう私たちがよって立つキリスト教基盤
に根ざすものです。

東京YWCAまきば保育園は、調布市国
領にあります。1926年、この地に東京
YWCAが根を下ろして以来、社会状況
や地域のニーズにこたえて、青少年活
動、社会福祉事業など様々な活動を

まきば保育園では等身大の子どもたち
を受け止め、日々のさりげない出来事
を丁寧に積み重ねています。繰り返し
とも思えるその日常の中にこそ、子ども
たちが育つ瞬間がちりばめられていま
す。幸せな時間を過ごすことは幸せな
自分を憶えることであり、それを人に伝
えていく姿に繋がっていきます。子ども
たちが幸せな人生の第一章を生きるこ
とができるよう、子どものありのままの
姿を見つめ、子ども自身がその一歩を
踏み出すのを信じて待ち、一人ひとり
に寄り添い歩む保育園でありたいと思
います。

“一人ひとりの力を信じる保育園
子ども
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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。
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その後の人生に大きな影響を
与える時期だからこそ

歴史ある土地で
緑ゆたかな環境に見守られて

私たちは、「武力で平和はつくれない」という信念に基づき、安全保障法制の廃止を求め、憲法改悪に反対します。

アサヒワンビールクラブ
あひるの会を支える会
枝光会附属幼稚園
お弁当とお菓子作りの会
音訳グループ有志
株式会社 高橋勲建築設計事務所
株式会社トップナッチツーリスト
公益社団法人Civic Force
国領センタークリスマス献金
サレジオ教会
シスコシステムズ合同会社
七彩会
シマウマくらぶ親の会
全国友の会
太陽毛絲紡績株式会社

ティーポットサロン有志
東京YWCA会員グループクリスマス会
東洋英和女学院中高部宗教委員会
東洋英和女学院中等部高等部母の会
東洋英和女学院同窓会
日本キリスト教協議会女性委員会
　世界祈祷日事務所
日本基督教団久が原教会
日本基督教団武蔵野緑教会
野尻支援会
まきば幼稚舎卒園児保護者有志

「留学生の母親」運動を支える会
「留学生の母親」運動工房「ひだまり」
匿名1件
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。2017年度は、寄付
目標額1063万円のところ、12月末現在で1007万873円のご寄付をいただいて
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。

2017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）

青木 博子
赤川 惠子
浅野 歌都子
新井 晴美
池上 三喜子
石川 恭子
石川 松子
石橋 玲子
石丸 美子
泉 実紀子
板花 喜代子
市川 順子
市川 寛
稲垣 真実
乾 康子
上原 美智
内田 信子
内山 康一
宇津 陽子

江尻 美穂子
及川 津紀子
大海 由嗣
扇 敬子
大崎 美子
太田 尚子
岡 榮子
岡田 典子
小川 和美
小倉 紀和美
小澤 敏
忍足 直子
落合 桂子
小畑 節子
貝森 純子
柿元 恵美子
柏木 妙子
加藤 みち代
金井 淑子
神谷 候子

川崎 好子
来往 幸一
木村 澪子
葛生 禎子
栗原 美津枝
栗山 佳子
小杉 詠介
小谷 裕樹
後藤 惠子
小林 秀雄
小藤 知子
小柳 末利
齋藤 民子
齋藤 知弘
坂井 史子
佐藤 マリ子
J.E. ランデス
重川 利枝
柴崎 淳子
柴田 慶子

清水 幸江
白井 栄子
杉野 孝子
杉本 陽子
鈴木 俊子
鈴木 伶子
高橋 伸
高橋 寛子
高橋 礼子
田口 美穂
田口 理架子
楯石 和男
楯石 てる子
田中 孝代
谷山 久美子
田村 セツ
田和 榮
千野 こころ
手島 千景
戸田 美津子

外﨑 弘子
長尾 夏紀
中原 淳子
中山 美津江
新美 まり
西田 悦子
仁科 大
新田 和子
入谷 徳子
野口 朝子
長谷川 恭子
畑中 恵一
初野 晴子
林 里絵
原 知惠子
日笠 征恵
平野 久美子
藤田 智
星 恵美子
松尾 るみ子

松木 真奈
松田 明美
松本 奏恵
水上 元子
水村 裕一
南木 典子
実生 律子
宮城 崇美子
毛利 亮子
森 かれん
守屋 敦子
八木 達郎
八木 敏子
矢口 亜紀
八束 嗣也
山口 恒惠
山本 澄江
横川 元彦
吉岡 郁子
吉岡 喜人

吉田 秀雄
ランデス ハル
渡辺 寿美子
渡部 幸代
匿名 45 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　＜5/22（火）10時より申し込み受付開始＞

発行日：2018年4月15日 （年2回発行）

古関彰一さんを迎え、沖縄をテーマに日
米地位協定について考えます。

会場：東京YWCA会館

第33回憲法カフェ

6/23(土)　14:00 ～ 17:00

スタジオとプールでのエクササイズ、専門
家の講義、参加者間の交流など全8回。

会場：東京YWCA会館

乳がん術後女性のための“アンコア”

5/19（土）～7/7（土）　15:45 ～ 18:00

収益は、福島の子どもたちを東京YWCA
のキャンプに招くために用います。

会場：東京YWCA会館

第8回東日本大震災支援バザー

6/30（土）　10:30 ～ 16:00

アーチェリーに挑戦！ 的にあたると嬉しいよ

CAMP NOJIRI　2018サマーキャンプ

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、詳細は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
■オンライン寄付（ホームページより受け付けています）

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

キャンパーの興味関心に合わせたプログラ
ム、カナディアンカヌーにも挑戦できます。

8/8（水）～8/15（水）

中高生スーパーチャレンジ・
ガールズキャンプ
対象：中学1年生～高校3年生女子

7泊8日

ランプを使ってキャビンでの生活。自然の
中で様々な冒険をしてみよう。

8/4(土) ～ 8/8(水)

小学生アドベンチャーキャンプ
対象：小学3年生～6年生男女

4泊5日

命を守る・自然から学ぶ・人とつながる
災害時にも役立つスキルを身につけよう。

8/15（水）～8/18（土）

サバイバルキャンプ
対象：中学1年生～高校3年生男女

3泊4日

水泳・クラフト・野外料理など様々なプ
ログラムをファミリーで楽しめます。

8/24（金）～8/26（日）

ファミリーキャンプ
対象：5歳～小学生とその保護者

2泊3日

大自然の中で動物や植物と出会う驚きの
4日間。アーチェリー、湖での水遊び、楽し
いことがたくさん待っているよ。

8/4（土）～8/7（火）

わいわいキャンプ
対象：5歳（年長）～小学2年生男女

3泊4日



みんなで一緒にお弁当。なごやかなひととき

東京YWCAが実践する理想の保育

特 集

『さとにきたらええやん』上映会＆講演会

東日本大震災被災者支援事業　震災を忘れない取り組み

子どもの貧困、子どもの権利から考える
誰もが安心して過ごせる居場所の大切さを伝えたい

ユースのための憲法カフェ
第2回 テーマ「教育」

イベントやボランティアの情報を発信

Facebook始めました

東京YWCAをもっと身近に感じてもらえるよう、各事業の担
当スタッフが、公式ホームページでは伝えきれない情報や、
日 の々活動の様子を投稿します。ぜひご覧ください。グループ発表のあと講師からコメント

特 集 子ども 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。

「一人ひとり違うそれぞれの育ちを大切にする」、
「今を生きる子どもたちと共に在る」という視点

人には自分とは違う考えや思いがあるこ
と、分かり合えると嬉しいということに気
づいていきます。年齢を越えて一緒に遊
ぶ姿や、気持ちがぶつかり悲しくて涙す
る姿、大きな子が小さな子に寄り添い慰
める姿には一人ひとりの物語があり、成
長している今の姿そのものなのです。保
育士たちは、時を選び言葉をかけ、常にそ
ばにいて子どもたちの成長を見守り続け
ているのです。

子どもたちがありのままで居られる環境について考える機会
を作りたいと、青年リーダーと職員がチームを組み、企画した
上映会第2弾です。この映画は大阪の児童館「こどもの里」を
舞台にした映画で、館長である荘保共子さんの講演会も実
施しました。参加者からは「子どもたちを支えていける大人に
なりたい」、「自分に何ができるか考えさせられた」という声が
あり、企画メンバーは手ごたえを感じています。

若い人が自分の生活と憲法
とのつながりを知り、考える
ためのきっかけ作りがこのイ
ベントのねらいです。参加者
にとって、普段は話す機会が
少ない学校教育への疑問を
話せたことが大きな収穫だっ
たようです。「意識高い系」
「まじめ」と見られたくない気持ちから、学校生活では避けて
いた話題を、この場ではみんなと話し合うことができて嬉し
かった、と感想がありました。次回のテーマは「貧困」です。

秋田・静岡・大阪・熊本でDV被害者（サバイバー）の支援
者を対象とした研修を7月から2月まで開催しました。研修は
2日間のトレーニングと、それから3ヵ月後に行うフォローアッ
プ１日という内容で、受講者同士が交流を深められるよう工
夫しながら、地域の支援の質向上につなげることを目的に実
施しました。どの地域も定員いっぱいで、体験ワークを通じて
学んだサバイバー理解を今後に役立てたいという感想が多
く寄せられました。また、フォローアップでは事例を通じて支
援の連携について検討しました。今年度は修了生が学びを実
践できるようフォローアップを充実させるとともに、他の地域
にも支援者トレーニングの重要性を発信していきます。なお

この研修は、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソ
ン社会貢献委員会の
助成金と個人・企
業・団体からのご寄
付により実施しまし
た。今後も引き続きご
支援をよろしくお願い
いたします。

DVサバイバーと協働する
支援者トレーニング

－“あたりまえ”はひとつじゃない－
講師：中野晃一先生（上智大学教授）

よりよい支援の実践をめざして
支援者同士が共に学びつながる

一人ひとりの発達を年齢基準からではな
く、具体的な子どもの今の姿から見つめ
ていきます。乳児期は年齢ごとに分かれ、
保育士との一対一の応答的な関係の中
で、日々違う姿を見せるその子どもの育ち
が丁寧に育まれていきます。やがて幼児
期を迎えた子どもたちは、3歳児から5歳
児の異年齢保育の中で生活をします。多
様な個性をもつ友だちとの出会いがあ
り、数々のエピソードが生まれます。他の

めてを一緒に楽しみました」との声があり
ました。また、親子のためのクラシックコン
サート、恒例のオータムフェアには、地域
の大勢の家族の姿があります。どれも保
育園を通してＹＷＣＡと地域を繋ぐ大切
な機会となっています。

「たんぽぽ広場」は、経験豊かな保育士と
ボランティアが支える、親子のための居場
所です。参加したお母さんからは「毎日の
子育てに疲れたとき、先生や他のお母さ
んたちとお話をしたり、ともに食卓を囲む
ひとときに支えられました」「たくさんの初

中高生4名と教員経験者が参加

多くの子どもと向き合う荘保さんのお話から、
子どもとの関わりについて考えました

地域に開かれた子育て支援事業
居場所づくり、本物体験、地域での交流

いくつもの専門性によって生まれる
子どもたちの居場所
保育士は、ある時は子どもたちの世界の傍に、またある時は共にそ
の世界の中に身を置きます。生活の場である保育園には、健やか
な日 を々支える看護師、栄養士もいます。日々、子どもたちを支える

専門職に求められるのは、子
どもの今の姿をその子の育ち
として読み解き、表情や言葉の
中に込められた気持ちをすく
い上げる力です。専門職がそ
れぞれの力を発揮できるよう、
専門性を深めるための園内研
修の充実に努めています。みんなで話し合い遊びを創っていく

ご関心のある方はどうぞお問い合わせください

東京YWCAまきば保育園 042-483-5208 makibahoikuen@tokyo.ywca.or.jp
http://www.tokyo.ywca.or.jp/child/makiba/

☎
第5回被災地訪問スタディーツアーを10
月末に実施し、5年ぶりに石巻を訪ねまし
た。仙台YMCAの協力でYMCA石巻広
域ワイズメンズクラブの方を講師に沿岸
を見学し、お話を伺いました。7年が経ち

復興は進んでいますが、震災が人々に与
えた深い喪失感は埋まらないことを改め
て感じる旅でした。参加者からは、被災地
で支え合い活動する方々を心に留め、応
援し続けたいと感想が寄せられました。 石巻日日新聞で震災直後の活動を伺いました

遊ぶ時はみなきょうだい。さぁ、乗って！

最高の保育環境は自然の恵みと
人間の配慮から生まれる
800坪近い園庭は四季折々違った姿を見せ、小さな畑に育つ野
菜や草むらの虫や蝉しぐれは子どもたちの知りたい気持ちを育て
ます。小さなログハウス、木のブランコや丸太、泥場や築山は想像

力を豊かに広げ、毎日どの子の
靴も泥だらけになるほど園庭
で遊びます。園舎内は、安全へ
の配慮と色の氾濫を避けた落
ち着いた環境が整えられ、子
どもたちは自由で創造的な遊
びに夢中になっていきます。

私たちを変わることなく見守る木々
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誰もが安心して過ごせる居場所の大切さを伝えたい

ユースのための憲法カフェ
第2回 テーマ「教育」

イベントやボランティアの情報を発信

Facebook始めました

東京YWCAをもっと身近に感じてもらえるよう、各事業の担
当スタッフが、公式ホームページでは伝えきれない情報や、
日 の々活動の様子を投稿します。ぜひご覧ください。グループ発表のあと講師からコメント

特 集 子ども 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。

「一人ひとり違うそれぞれの育ちを大切にする」、
「今を生きる子どもたちと共に在る」という視点

人には自分とは違う考えや思いがあるこ
と、分かり合えると嬉しいということに気
づいていきます。年齢を越えて一緒に遊
ぶ姿や、気持ちがぶつかり悲しくて涙す
る姿、大きな子が小さな子に寄り添い慰
める姿には一人ひとりの物語があり、成
長している今の姿そのものなのです。保
育士たちは、時を選び言葉をかけ、常にそ
ばにいて子どもたちの成長を見守り続け
ているのです。

子どもたちがありのままで居られる環境について考える機会
を作りたいと、青年リーダーと職員がチームを組み、企画した
上映会第2弾です。この映画は大阪の児童館「こどもの里」を
舞台にした映画で、館長である荘保共子さんの講演会も実
施しました。参加者からは「子どもたちを支えていける大人に
なりたい」、「自分に何ができるか考えさせられた」という声が
あり、企画メンバーは手ごたえを感じています。

若い人が自分の生活と憲法
とのつながりを知り、考える
ためのきっかけ作りがこのイ
ベントのねらいです。参加者
にとって、普段は話す機会が
少ない学校教育への疑問を
話せたことが大きな収穫だっ
たようです。「意識高い系」
「まじめ」と見られたくない気持ちから、学校生活では避けて
いた話題を、この場ではみんなと話し合うことができて嬉し
かった、と感想がありました。次回のテーマは「貧困」です。

秋田・静岡・大阪・熊本でDV被害者（サバイバー）の支援
者を対象とした研修を7月から2月まで開催しました。研修は
2日間のトレーニングと、それから3ヵ月後に行うフォローアッ
プ１日という内容で、受講者同士が交流を深められるよう工
夫しながら、地域の支援の質向上につなげることを目的に実
施しました。どの地域も定員いっぱいで、体験ワークを通じて
学んだサバイバー理解を今後に役立てたいという感想が多
く寄せられました。また、フォローアップでは事例を通じて支
援の連携について検討しました。今年度は修了生が学びを実
践できるようフォローアップを充実させるとともに、他の地域
にも支援者トレーニングの重要性を発信していきます。なお

この研修は、ジョンソ
ン・エンド・ジョンソ
ン社会貢献委員会の
助成金と個人・企
業・団体からのご寄
付により実施しまし
た。今後も引き続きご
支援をよろしくお願い
いたします。

DVサバイバーと協働する
支援者トレーニング

－“あたりまえ”はひとつじゃない－
講師：中野晃一先生（上智大学教授）

よりよい支援の実践をめざして
支援者同士が共に学びつながる

一人ひとりの発達を年齢基準からではな
く、具体的な子どもの今の姿から見つめ
ていきます。乳児期は年齢ごとに分かれ、
保育士との一対一の応答的な関係の中
で、日々違う姿を見せるその子どもの育ち
が丁寧に育まれていきます。やがて幼児
期を迎えた子どもたちは、3歳児から5歳
児の異年齢保育の中で生活をします。多
様な個性をもつ友だちとの出会いがあ
り、数々のエピソードが生まれます。他の

めてを一緒に楽しみました」との声があり
ました。また、親子のためのクラシックコン
サート、恒例のオータムフェアには、地域
の大勢の家族の姿があります。どれも保
育園を通してＹＷＣＡと地域を繋ぐ大切
な機会となっています。

「たんぽぽ広場」は、経験豊かな保育士と
ボランティアが支える、親子のための居場
所です。参加したお母さんからは「毎日の
子育てに疲れたとき、先生や他のお母さ
んたちとお話をしたり、ともに食卓を囲む
ひとときに支えられました」「たくさんの初

中高生4名と教員経験者が参加

多くの子どもと向き合う荘保さんのお話から、
子どもとの関わりについて考えました

地域に開かれた子育て支援事業
居場所づくり、本物体験、地域での交流

いくつもの専門性によって生まれる
子どもたちの居場所
保育士は、ある時は子どもたちの世界の傍に、またある時は共にそ
の世界の中に身を置きます。生活の場である保育園には、健やか
な日 を々支える看護師、栄養士もいます。日々、子どもたちを支える

専門職に求められるのは、子
どもの今の姿をその子の育ち
として読み解き、表情や言葉の
中に込められた気持ちをすく
い上げる力です。専門職がそ
れぞれの力を発揮できるよう、
専門性を深めるための園内研
修の充実に努めています。みんなで話し合い遊びを創っていく

ご関心のある方はどうぞお問い合わせください

東京YWCAまきば保育園 042-483-5208 makibahoikuen@tokyo.ywca.or.jp
http://www.tokyo.ywca.or.jp/child/makiba/

☎
第5回被災地訪問スタディーツアーを10
月末に実施し、5年ぶりに石巻を訪ねまし
た。仙台YMCAの協力でYMCA石巻広
域ワイズメンズクラブの方を講師に沿岸
を見学し、お話を伺いました。7年が経ち

復興は進んでいますが、震災が人々に与
えた深い喪失感は埋まらないことを改め
て感じる旅でした。参加者からは、被災地
で支え合い活動する方々を心に留め、応
援し続けたいと感想が寄せられました。 石巻日日新聞で震災直後の活動を伺いました

遊ぶ時はみなきょうだい。さぁ、乗って！

最高の保育環境は自然の恵みと
人間の配慮から生まれる
800坪近い園庭は四季折々違った姿を見せ、小さな畑に育つ野
菜や草むらの虫や蝉しぐれは子どもたちの知りたい気持ちを育て
ます。小さなログハウス、木のブランコや丸太、泥場や築山は想像

力を豊かに広げ、毎日どの子の
靴も泥だらけになるほど園庭
で遊びます。園舎内は、安全へ
の配慮と色の氾濫を避けた落
ち着いた環境が整えられ、子
どもたちは自由で創造的な遊
びに夢中になっていきます。

私たちを変わることなく見守る木々


