
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポジティブネット

YMCA stands for peace; YMCA works for peace
YMCA
 

 

ポジティブネット

世界 120

◆日本への避難を希望するウクライナの方とご家族等の呼び寄せを希望される方に、出国から来
日と来日後のトータルなサポートとケアを行います。

日本への避難民の
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本プロジェクトは、日本
現地YMCA

YMCA stands for peace; YMCA works for peace
YMCA は平和を希求し、平和のために働く
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避難者の受入れ

活を中心とした長期のサポートが必要
にいる家族の命、これからの生活、子どもの教育など、
大きな不安の中にいる人々が少しでも安心して過ごせる
よう、また、
ためにご協力をお願い申し上げます
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120 の国・地域に
ウクライナ

◆日本への避難を希望するウクライナの方とご家族等の呼び寄せを希望される方に、出国から来
日と来日後のトータルなサポートとケアを行います。
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活を中心とした長期のサポートが必要
にいる家族の命、これからの生活、子どもの教育など、
大きな不安の中にいる人々が少しでも安心して過ごせる

また、本国や近隣諸国で避難生活を続ける人々の
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、また、日本全国のYMCA
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ウクライナの避難者

◆日本への避難を希望するウクライナの方とご家族等の呼び寄せを希望される方に、出国から来
日と来日後のトータルなサポートとケアを行います。
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同盟が加盟する世界
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ウクライナ近隣諸国の
ウクライナ
階からポーランドやモルドバなど近隣諸国にある
YMCA
24
われました。近隣諸国に避難するのは女性と子ど
も、高齢者が中心です。戦争から逃れるために初め
て海外へ行き、まったく新しい環境に身を置くこと
になった人々を手厚くサポートしたのが
支援でした。また、これらの支援は政府や他の
などとコンソーシ
の提供等が持続的に実施できるよう
のサポートを視野に
て継続されています。
 
日本
◆日本に避難しているウクライナ人と家族のための
交流・学びの場“
ンしました。
◆子どもの教育や
各地

YMCA
ウクライナ避難者支援

YMCA
世界 120

に強く根ざし、様々な社会課題に対してプログラムやサービスを提供しています。
また一人ひとりが差別なく大切にされ、豊かに育まれるよう、社会正義、平和のた
めに取り組んでいます。
 国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
を支援しています。国内の場合は
運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。
また、日本の
危機に際しても、ネットワークとこれまでの経験を生かし、避難民に
なサポートとケアを国内外で行っています。
 日本の YMCA
か所の拠点に、
修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通
しての学びやスポーツの場を提供しています。

全国の YMCA

北海道 YMCA

韓国 YMCA

／奈良 YMCA

崎 YMCA／熊本

ズクラブ国際協会西日本区

ウクライナ近隣諸国の
ウクライナ YMCA
階からポーランドやモルドバなど近隣諸国にある
YMCA との連携が取られ、国外へ避難する人々を
24 時間体制で国境付近での受け入れ、生活支援が行
われました。近隣諸国に避難するのは女性と子ど
も、高齢者が中心です。戦争から逃れるために初め
て海外へ行き、まったく新しい環境に身を置くこと
になった人々を手厚くサポートしたのが
支援でした。また、これらの支援は政府や他の
などとコンソーシ
の提供等が持続的に実施できるよう
のサポートを視野に
て継続されています。
 
日本の YMCA
◆日本に避難しているウクライナ人と家族のための
交流・学びの場“
ンしました。 

子どもの教育や
各地の YMCA

YMCA の行う
ウクライナ避難者支援

YMCA は、世界最大規模の青少年団体です。
120 の国と地域で展開し、

に強く根ざし、様々な社会課題に対してプログラムやサービスを提供しています。
また一人ひとりが差別なく大切にされ、豊かに育まれるよう、社会正義、平和のた
めに取り組んでいます。

国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
を支援しています。国内の場合は
運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。
また、日本の YMCA は日頃から国際的なかかわりを持っており、今回の

に際しても、ネットワークとこれまでの経験を生かし、避難民に
なサポートとケアを国内外で行っています。

YMCA は 140
か所の拠点に、幼・保育園、専門学校、日本語学校、高齢者施設、キャンプ場や研
修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通
しての学びやスポーツの場を提供しています。

YMCA 及び支援団体 

YMCA／盛岡 YMCA／仙台

YMCA／横浜 YMCA／山梨

YMCA／大阪 YMCA／和歌山

／熊本 YMCA／鹿児島

ズクラブ国際協会西日本区 

ウクライナ近隣諸国の YMCA
YMCA の避難者支援活動は、その初期段

階からポーランドやモルドバなど近隣諸国にある
との連携が取られ、国外へ避難する人々を

時間体制で国境付近での受け入れ、生活支援が行
われました。近隣諸国に避難するのは女性と子ど
も、高齢者が中心です。戦争から逃れるために初め
て海外へ行き、まったく新しい環境に身を置くこと
になった人々を手厚くサポートしたのが
支援でした。また、これらの支援は政府や他の
などとコンソーシアムを組み、避難者の対応や物資
の提供等が持続的に実施できるよう
のサポートを視野に入れ、
て継続されています。 

YMCA の動き 
◆日本に避難しているウクライナ人と家族のための
交流・学びの場“Ukraine Café HIMAWARI
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めに取り組んでいます。 

国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
を支援しています。国内の場合は全国
運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。

は日頃から国際的なかかわりを持っており、今回の
に際しても、ネットワークとこれまでの経験を生かし、避難民に

なサポートとケアを国内外で行っています。
140 年を超える歴史があり、北海道から沖縄まで全国に約

幼・保育園、専門学校、日本語学校、高齢者施設、キャンプ場や研
修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通
しての学びやスポーツの場を提供しています。

 

／仙台 YMCA／ぐんま

／山梨 YMCA／静岡

／和歌山 YMCA／神戸

／鹿児島 YMCA／沖縄
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との連携が取られ、国外へ避難する人々を

時間体制で国境付近での受け入れ、生活支援が行
われました。近隣諸国に避難するのは女性と子ど
も、高齢者が中心です。戦争から逃れるために初め
て海外へ行き、まったく新しい環境に身を置くこと
になった人々を手厚くサポートしたのが
支援でした。また、これらの支援は政府や他の

アムを組み、避難者の対応や物資
の提供等が持続的に実施できるように、

、総合的な仕組みを構築し

◆日本に避難しているウクライナ人と家族のための
Ukraine Café HIMAWARI

習得の学びの機会の提供が
で始まっています。 
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ウクライナ避難者支援

は、世界最大規模の青少年団体です。
00 万人が参加しています。

に強く根ざし、様々な社会課題に対してプログラムやサービスを提供しています。
また一人ひとりが差別なく大切にされ、豊かに育まれるよう、社会正義、平和のた

国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
全国 YMCA や関係機関・団体と

運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。
は日頃から国際的なかかわりを持っており、今回の

に際しても、ネットワークとこれまでの経験を生かし、避難民に
なサポートとケアを国内外で行っています。 

年を超える歴史があり、北海道から沖縄まで全国に約
幼・保育園、専門学校、日本語学校、高齢者施設、キャンプ場や研

修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通
しての学びやスポーツの場を提供しています。 

／ぐんま YMCA／とちぎ

／静岡 YMCA／富山 YMCA

／神戸 YMCA／姫路

／沖縄 YMCA／学生 YMCA

の動き 
の避難者支援活動は、その初期段

階からポーランドやモルドバなど近隣諸国にある
との連携が取られ、国外へ避難する人々を

時間体制で国境付近での受け入れ、生活支援が行
われました。近隣諸国に避難するのは女性と子ど
も、高齢者が中心です。戦争から逃れるために初め
て海外へ行き、まったく新しい環境に身を置くこと
になった人々を手厚くサポートしたのが YMCA の
支援でした。また、これらの支援は政府や他の NGO

アムを組み、避難者の対応や物資
に、また中長期

総合的な仕組みを構築し

◆日本に避難しているウクライナ人と家族のための
Ukraine Café HIMAWARI をオープ

の機会の提供が

公益財団法人 神⼾

ウクライナ避難者支援 

は、世界最大規模の青少年団体です。
万人が参加しています。

に強く根ざし、様々な社会課題に対してプログラムやサービスを提供しています。
また一人ひとりが差別なく大切にされ、豊かに育まれるよう、社会正義、平和のた

国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
や関係機関・団体と

運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。
は日頃から国際的なかかわりを持っており、今回の

に際しても、ネットワークとこれまでの経験を生かし、避難民に

年を超える歴史があり、北海道から沖縄まで全国に約
幼・保育園、専門学校、日本語学校、高齢者施設、キャンプ場や研

修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通

／とちぎ YMCA／茨城 YMCA

YMCA／金沢 YMCA／名古屋

／姫路 YMCA／YMCA

YMCA／日本 YMCA

の避難者支援活動は、その初期段
階からポーランドやモルドバなど近隣諸国にある

との連携が取られ、国外へ避難する人々を
時間体制で国境付近での受け入れ、生活支援が行

われました。近隣諸国に避難するのは女性と子ど
も、高齢者が中心です。戦争から逃れるために初め
て海外へ行き、まったく新しい環境に身を置くこと

の
NGO

アムを組み、避難者の対応や物資
また中長期

総合的な仕組みを構築し

◆日本に避難しているウクライナ人と家族のための
をオープ

の機会の提供が

YMCA
3 月初旬
れ支援
り無事
相談が
スポートがない、英語が話せない、時間の
きがあるなど、来日までにはいくつものハードルがありま
す。来日後も特定活動ビザがおりてから
ができ、それまで住宅や電話の契約、通園や登校が
落ち着いて生活できるまで時間がかかります。
タルケア、言語の課題も
クライナ大使館や日本で活動するウクラ
イナ人コミュニティ、全国
YMCA
NPO とネットワークを築きながら、
一人ひとりのニーズを受け止めながら
活動を
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神⼾ YMCA

 

は、世界最大規模の青少年団体です。 
万人が参加しています。YMCA は地域社会

に強く根ざし、様々な社会課題に対してプログラムやサービスを提供しています。
また一人ひとりが差別なく大切にされ、豊かに育まれるよう、社会正義、平和のた

国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
や関係機関・団体と連携し、避難所の

運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。
は日頃から国際的なかかわりを持っており、今回のウクライナ

に際しても、ネットワークとこれまでの経験を生かし、避難民に対して、迅速

年を超える歴史があり、北海道から沖縄まで全国に約
幼・保育園、専門学校、日本語学校、高齢者施設、キャンプ場や研

修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通

YMCA／千葉 YMCA

／名古屋 YMCA／三重

YMCA せとうち／広島 YMCA

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

YMCA のサポート
初旬、母親の呼び寄せ相談

支援はクライナ及び
り無事再会が叶いました。こ
相談が相次ぎました
スポートがない、英語が話せない、時間の
きがあるなど、来日までにはいくつものハードルがありま
す。来日後も特定活動ビザがおりてから
ができ、それまで住宅や電話の契約、通園や登校が
落ち着いて生活できるまで時間がかかります。
タルケア、言語の課題も
クライナ大使館や日本で活動するウクラ
イナ人コミュニティ、全国

MCA ほか、各地の企業・行政・
とネットワークを築きながら、

一人ひとりのニーズを受け止めながら
活動を行っています。
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YMCA 国際・奉仕センター

 
は地域社会

に強く根ざし、様々な社会課題に対してプログラムやサービスを提供しています。
また一人ひとりが差別なく大切にされ、豊かに育まれるよう、社会正義、平和のた

国内外で災害が発生した際にはネットワークを通して被災地やそこに暮らす人々
し、避難所の

運営やボランティアのコーディネート、リフレッシュキャンプなどを行っています。
ウクライナ

て、迅速

年を超える歴史があり、北海道から沖縄まで全国に約 400
幼・保育園、専門学校、日本語学校、高齢者施設、キャンプ場や研

修センターがあります。各地域センターでは一人一人が、健康でより良く生きられ
るよう目指し、子どもたちの教室やスポーツクラス、シーズンキャンプ、生涯を通

ユースエンパワーメント

生活

YMCA／埼玉 YMCA／東京

／三重 YMCA／滋賀

YMCA／北九州 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

のサポートによる避難者受入れ
呼び寄せ相談

クライナ及び近隣諸国
再会が叶いました。これを
相次ぎました。ウクライナ

スポートがない、英語が話せない、時間の
きがあるなど、来日までにはいくつものハードルがありま
す。来日後も特定活動ビザがおりてから
ができ、それまで住宅や電話の契約、通園や登校が
落ち着いて生活できるまで時間がかかります。
タルケア、言語の課題もあります
クライナ大使館や日本で活動するウクラ
イナ人コミュニティ、全国各地の

ほか、各地の企業・行政・
とネットワークを築きながら、

一人ひとりのニーズを受け止めながら
行っています。 

ロパテンコさんの手記 

国際・奉仕センター

ユースエンパワーメント

子育てと子育ち

生活クオリティの向上

社会貢献

／東京 YMCA／在日本

／滋賀 YMCA／京都 YMCA

YMCA／福岡 YMCA／長

同盟／ワイズメンズクラブ国際協会東日本区／ワイズメン

による避難者受入れ 
呼び寄せ相談から始まった

諸国のYMCAと迅速な連携を図
れを発端に来日

ウクライナから日本への
スポートがない、英語が話せない、時間の
きがあるなど、来日までにはいくつものハードルがありま
す。来日後も特定活動ビザがおりてからようやく
ができ、それまで住宅や電話の契約、通園や登校が
落ち着いて生活できるまで時間がかかります。

あります。このような
クライナ大使館や日本で活動するウクラ 
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／長
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始まった避難者受け入

と迅速な連携を図
来日及び来日後の

日本への避難者はパ
スポートがない、英語が話せない、時間のかかる各種手続
きがあるなど、来日までにはいくつものハードルがありま

ようやく住民登録
ができ、それまで住宅や電話の契約、通園や登校が出来ず、
落ち着いて生活できるまで時間がかかります。通院やメン

。このような中、在日ウ
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