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北海道YMCA／盛岡YMCA／仙台YMCA／ぐんまYMCA／とちぎYMCA／茨城YMCA／千葉YMCA／埼玉YMCA／東京YMCA
／在日本韓国YMCA／横浜YMCA／山梨YMCA／静岡YMCA／富山YMCA／金沢YMCA／名古屋YMCA／三重YMCA／滋賀
YMCA／京都YMCA／奈良YMCA／大阪YMCA／和歌山YMCA／神戸YMCA／姫路YMCA／YMCAせとうち／広島YMCA／松
山YMCA／北九州YMCA／福岡YMCA／長崎YMCA／熊本YMCA／鹿児島YMCA／沖縄YMCA／学生YMCA／日本YMCA同
盟／ワイズメンズクラブ国際協会東日本区／ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

YMCAは世界���の国と地域に�,���万人が参加する世界最大規模の青少年団体
です。日本のYMCAは����年に東京に誕生し、現在は���の拠点と��か所のキャンプ
場・研修センターを持つ全国組織です。ひとりの子ども、ひとつの家庭に寄り添いな
がら、子育てと子育ちを応援するYMCA伴走サポートを行っています。
また、コロナへの対応では、#はなれていてもつながっているキャンペーンを展開し、
国内外で支援をしています。（����年�月現在）

このリーフレットは、国際協力募金を活用した活動の一部
を紹介しています。

保護者のみなさまへ

YMCAの国際協力は、一人ひとりのいのちが大切にされる、
ポジティブネットのある豊かな社会を創ります。

�.子どもの「遊びたい！」「学びたい！」ができるように。
�.若者の「地域や世界をより良く変えたい！」が実現できるように。
�.互いを大切に思い、平和な社会を創っていくことができるように。

����年度は全国のYMCAに

��,���,���円の募金が寄せられました。

ご協力ありがとうございました。

はなれていてもつながっている～世界のこどもたち～
せかい

ＹＭＣＡの
国際協力募金

こく さい きょう りょく ぼ きん

学校には行けないけれど
勉強してます！

手洗いのやりかたを
学んでいます！ カンボジア

がっい こう

べんきょう

てあら

まな

勉強をする
ストリートチルドレンの
こどもたち

手洗いのやり方を習っているところ

この色鉛筆は
YMCAから

もらったんだよ！

いろ   えん   ぴつ

カンボジアでもコロナで学校が一斉休校になりました。
カンボジアYMCAは、ストリートチルドレン（路上生活をしているこどもたち）
になってしまったこどもたちが、きちんとご飯を食べたり学んだり、安全に暮
らせるように助けています。

東ティモールのYMCAは、コロナの感染予防として
こどもたちに、きちんとした手洗いのやり方を教
えています。
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ＹＭＣＡは世界の���の国と地域にあります。
せ かい くに ち いき

い ば しょ

へい わ せ かい かつ どう

平和な世界をつくる活動をしています。

エルサレムのYMCAは、紛争で傷ついたパレス

チナのひとたちの心のケアや、仕事ができるよ

うになるために学ぶ場所をつくったりしてい

ます。こどもたちや女性が安心して過ごせる居

場所をつくっています。

安心して過ごせる場所

ワークキャンプに参加したYMCAのリーダー 広島・原爆の子の像（折り鶴を捧げ持つ少女像）

みんな一緒にお花見（日本）

こどもたちの居場所づくり

世界には難民とよばれるひとが�,���万人い

ます。日本の人口の約�分の�です。

そのうち半分がこどもなのです。紛争や戦争

などの理由でこれまでの暮らしができなくなり、

故郷を追われました。学校に行けなくなった

こどもたちがたくさんいます。

日本にもたくさんの難民が暮らしています。

難民も、障がいをもった人も、みんな同じとも

だちです。YMCAは、みんなが一緒に安心して

過ごせる場所をつくっています。

わたしたちのともだちです

世界がもっと平和でみんなのいのちがたいせつ
にされる場所になるために、何ができるか考
えてみよう。

いろいろな国に行って
ともだちをつくろう
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平和について考えよう
平和な未来へ夢を託して
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YMCAの
街頭募金に
参加しよう！
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難民って
知っていますか？

ほかにもあるかな？ 考えてみよう！
かんが

みんなで一緒に
楽しい時間を過ごしたよ！

募金をしてみよう！ぼ   きん

世界中に
ともだちができるよ！
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