Thank you for your supporting 2018!!!

Thank you again for supporting us this year. We are continuing to develop more activities to provide even
more opportunities to volunteer and help the community. With your help with volunteering and donations,
we will continue to empower the Japanese and American communities to become positive change
makers. Thank you very much to all our supporters.
平素からNY de Volunteer（NYdV）の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。今後
ともさまざまな活動を通じ、日米両コミュニティにの発展と結びつきに貢献し、幅広い方々に参画いた
だける機会の提供を図ってまいりたいと考えておりますので、活動へのご参加、ご寄付など、引き続き
当団体の活動に格別のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

Spring Festival（UNIS）
In March, we participated in the Japanese Spring
Festival at the United Nations International School
(UNIS). Students studying Japanese came from all
over the tri-state area. We were in charge of the
"Karuta" booth made with Japanese numbers, and
because we recruited so many volunteers we also
helped with other parts of the festival.
本年3月、United Nation International School（UNIS)
にて行われた「春祭り」に参加しました。NY近郊で
日本語を学ぶ高校生が大集合するこのイベント。多く
のボランティアの方にご参加いただき、NYdVからは日本語の数字で作ったかるたのブースを出展したほ
か、イベント全体のサポートも行いました。
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Randall's Island Cherry Blossom Festival
In April, we organized the “Try on Yukata” booth at
Randall's Island Cherry Blossom Festival. Thanks
to the nice weather and the efforts of our staff and
volunteers, our booth was very popular with
people of all ages and a great success! We
dressed hundreds of attendees in yukatas and
also gave away "Amigurumi" donated by Resobox
and its artists.
4月、ランドールズアイランドの桜祭りに、浴衣
の試着ブースを出展しました。お天気に恵まれた
こともあり、小さなお子さんから年配の方まで数
百人の方に浴衣を楽しんでいただけました。当日
は、Resobox様からご寄付をいただいた「あみぐ
るみ」を、ブースにいらっしゃった方にプレゼン
トさせていただきました。

Japan Day 2018
On Mother's Day, we also arranged the “Try on
Yukata” booth for Japan Day in Central park. We
have been participating in this program for many
years and thanks to the organizers and many
volunteers, we have dressed thousands in yukatas.
Despite the bad weather this year, we still had
people lined up to try on yukatas. Thank you to all
that helped out!
母の日に行われたセントラルパークでのJapan Day
。NYdVは、本年も浴衣の試着ブースを出展しまし
た。例年参加させていただいているこのイベント、
これまで体験していただいた方は数千人以上にもなります。この日はあいにくのお天気でしたが、たく
さんのボランティアの方にもご協力いただき、ブースには常に長い列ができるほどの大盛況でした。

Explore Japanese Culture（EJC）Program
EJC, our trademark program, is going strong. We teach
Japanese culture to help students become better global citizens
and become more open minded through experiencing a
different culture. So far this year we have conducted programs
at NYC Dept. of Parks & Recreation Centers After School
Programs and at their Summer Camp. We also brought our
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program to a Bronx public high school for the first time. We taught Japanese culture to teens studying
Japanese and some of the students continuing their studies went to Japan in the summer. We are
expanding our program to reach out to those studying Japanese or who already have an interest in Japan
to foster the next generation of leaders in US-Japan relations.
私たちのExplore Japanese Cultureプログラム（EJC）は、ＮＹの子どもたちに日本文化に触れてもら
い、日米の相互理解を推進することを目的として行っています。本年はＮＹ市のレクリエーション施設
において、アフタースクールとサマーキャンプの企画を行いました。プログラムの内容としては、例え
ば、日本に関するクイズをしたり、日本の家や学校に関する映像や写真を見てもらったり、折り紙や習
字、剣道を楽しんでいただいたり、夏にはスイカ割りも行いました。また、ブロンクスの公立高校での
授業として、日本語を学ぶ生徒を対象にEJCを実施しました。こちらは、自分の名前を漢字で書く練習
や、浴衣の着付け体験、ＮＹの日系企業で活躍するゲストからの講和など、より日本に関心を持ってい
ただけるようなプログラムを行いました。NYdVは、日米関係における次世代のリーダーを育成するた
め、日本に関心をもつ子どもたちに向けて、プログラムの展開を図ってまいります。

Study Tour and Internships
We hosted some visitors from the Japanese
non-profit Ashinaga, known for supporting
orphaned children, to help them engage with
the NYC community. We arranged for them to
volunteer at activities like soup kitchens and
participate in our EJC program with local
children. They had an opportunity to engage
with different peoples while helping the
community. We also continue to host students
from Japan to intern at our organization. Their
efforts and perspectives are important to
expanding the reach of our work to the next
generation.
NYdVは、日本の「あしなが育英会」の学生さんをお迎えし、一緒にボランティア活動を行いました。
スープキッチンでボランティアをしたり、EJCに参加いただいたり、ニューヨークの地域社会への貢献
といったいつもとは違った体験をしていただけたものと思います。NYdVでは、引き続き日本からの学生
インターンを募集しています。学生さんたちの若い視点や感覚は、私たちの活動を更に展開するに当た
り、大きな力になっています。

Japanese Spa Day
In June we held our Japanese Spa Day program for the
elderly living at Isabella Nursing Home. As one of our
trademark programs, we bring smiles to the faces of the
elderly with a day of beautification provided by
professionals. This year we had five hairstylists and several
make-up artists along with volunteers who painted the
elderly's nails and interacted with them by talking and
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making origami. It was a great event for both the elderly and the volunteers as everybody left fulfilled and
happy. Thank you to the Japanese Medical Society of America for supporting the program. (Photo Credit:
Masahiro Noguchi)
６月、マンハッタンにあるナーシングホーム・イザベラにて、私たちの主要な企画の一つである「
Japanese Spa Day」を開催しました。ヘアスタイリストやメイクアップアーティストといった美容のプ
ロの方々の手によって、入居するお年寄りの方々はみんな笑顔に！一般ボランティアの方々にも、ネイ
ルをしていただいたり、一緒に折り紙を折ったりしていただきました。お年寄りの方々もボランティア
に参加いただいた方も、みんなが幸せな気持ちになるイベントです。この企画をご支援いただいている
米国日本人医師会様、ありがとうございます。（写真：野口 正博様提供）

Global Leadership Study Tour - Sister program This year we also held our Global Leadership
Study Tour’s sister program with the Osaka
Seikei Girls School. For the first day, the
Japanese high school students spent a day with
other high school students and college students
in NY for a cultural exchange. While touring the
city they spoke in English and learned about
school and daily life in NY. Although at first the
students were nervous, by the end of the day
they were best friends; with the Japanese
students saying “I was worried about speaking in
English at first, but I was so happy when we able
to understand each other!”
本年も、大阪成蹊女子高等学校の学生さんたちのニューヨーク研修旅行を企画させていただきました。
１日目の「シスタープログラム」では、ＮＹに住む高校生・大学生と一緒に、ＮＹの暮らしやお互いの
学生生活について英語で交流しつつ、ＮＹ市内を観光しました。初めは緊張気味だった学生さん同士
も、１日の終わりにはとても仲良くなり「英語で会話できるか不安だったけど、通じ合えた時は本当に
嬉しかった！」などといった声をいただきました。

Global Leadership Study Tour - Career Workshop On the second day of Osaka Seikei Girls

School’s study tour they attended a “Career
Workshop” where they thought about their
futures. This time we had Japanese women
working in various professions in New York
ranging from large Japanese banks to civil
servants give lectures about their own high
school days and provide a workshop on how to
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discover your skills and talents. After the workshop the students each gave a speech about their future
goals and how they planned to achieve them. Thanks to the devotion from all of our staff we were able to
make this program a continued success.
大阪成蹊女子高等学校の研修旅行２日目は、将来の夢を考える「キャリアワークショップ」を行いまし
た。今回は、ニューヨークで活躍する日本人女性（日系の大手銀行で働いている方、ＮＹ市で公務員と
して働いている方）から、自らの高校時代やこれまでのキャリアについて講演いただき、自分自身の強
みや長所を見つけるワークショップを行いました。ワークショップの最後には、全員の前で一人ずつ
「将来の夢と、そのために頑張ること」を宣言していただきました。今後もよりよいプログラムが続け
られるよう、スタッフ一同精進してまいります。

Upcoming Events
We have many upcoming events and are planning our EJC program in several areas of New York City,
Japanese culture classes in public high schools, and global leadership study tours. Please check our
website for upcoming events.
NYdVは、新年度も、ＮＹのさまざまなエリアでのEJCプログラムや、公立高校等での日本文化に関する
授業、グローバルリーダーシップスタディツアー等を実施する予定です。詳細については、NYdVのウェ
ブサイトで随時お知らせしてまいりますので、是非ご覧ください。

Supporters
We would like to acknowledge the generous support received from corporate foundations, the Orix
Foundation and Sumitomo Corporation of Americas Foundation. Of course, we also would like to thank all
our individual donors, volunteers, and advisers who make all our good work possible.
Orix Foundation様、Sumitomo Corporation of Americas Foundation様をはじめ、企業及び個人の皆様か
ら、多大なるご支援をいただいております。ボランティアの皆様、ご寄付でご支援いただける方々、ア
ドバイザーの方々、全てのみなさまのおかげで、NYdVの活動が維持されております。いつも温かいご支
援をいただき、誠にありがとうございます。

Thank You for Your Support!
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