7/6/2020

Thank you for your support!

Messages from us
いつもNY de Volunteerを応援してくださる皆さまへ
新型コロナウイルスの影響で、がらりと日常が変わってしまってから3か月
が経とうとしていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか？学校やNY
市の施設もクローズとなり、団体としても思うように活動ができない状況
が続いております。ただ、そんな中でも今年初めに行った日本からの高校
生を迎えたスタディツアーや、ニューヨークの学生に向けたオンラインで
のプログラムなどの初めての試みも実を結んでおります。
まだ先を見通せない中ではありますが、社会経済再開の動きも始まってお
り、今自分たちにできることは何なのか？を常に考えながら、前に進んで
いこうと精進する毎日です。
皆さまやご家族が健康に、そして安全に過ごされることを願っておりま
す。今後とも、NY de Volunteerへのご支援、何卒よろしくお願い致しま
す。
NY de Volunteer 代表
渡部 由紀子

Dear NY de Volunteer family and friends,
I hope you are all well and safe.
The COVID-19 pandemic has tested governments, states, and
cities all over the world. New York City was especially challenged
having been the epicenter of American coronavirus for many
weeks (and hopefully the only one). Systems set up to protect the
most vulnerable among us have been stretched to their limits.
Homeless shelters, food banks, schools, as well as other essential
services have struggled to keep up with the increased demand for
their assistance.
The pandemic has also shown us who are the essential workers
that we rely on everyday. These include not just the healthcare
workers on the frontlines battling the virus while saving lives but
also those who risk their health everyday working to provide our
food and deliver our packages in order to be able to provide for
their own families. Let’s thank them for all of their hard work,
dedication and sacrifice.
In the midst of this pandemic, however, we were reminded that while the pandemic may be a temporary
risk to our health, there exists a constant threat to Black lives all over the country. The recent killings
African-Americans at the hands of the police yet again has shown us that we can no longer be bystanders
to the systemic racism that pervades throughout our society.
NY de Volunteer’s mission is to empower the Japanese and American communities to become positive
change makers through civic engagement and global leadership. As soon as we can resume our in-person
activities, we will endeavor to play our part in creating a more equitable society for all members of our
community.
Sincerely,
Fernando Rojas, Board Member
NY de Volunteer, Inc.

What we did (January - June 2020)

■書道で好きな言葉を書くー日本文化紹介プログラム/Japanese calligraphy
1月、NYの公立小学校で日本文化紹介（Explore Japanese Culture Program、以下EJC）を行いました。
この活動はNYの子供達に未知の日本文化に触れてもらい、日米相互理解を促進させ、さらに将来広い視野
をもって世界に羽ばたいてほしいという願いをこめて行っています。
この日は書道で、好きな言葉や自分の名前を書きました。ボランティアの1人がお手本を見せると『次は
これを書いて！』とリクエストが挙がったり、興味津々な様子でした。筆、漢字、カタカナなど初めてづ
くしの体験で、終わりの時間がきても、まだまだ書き足りないようでした。ボランティア参加者から『英
語を話さない子どものサポートは難しかったが、イラストやジャスチャーを交えることで交流できてうれ
しかった』と感想をいただきました。ボランティアと子供1対1でペアになり、たくさん話して密度の濃い
活動ができました。
In January, we brought our Explore Culture Program(EJC) to a public elementary school in New York.
Through this program and its activities we hope that children at the schools get exposure to aspects
of Japanese culture they are not familiar with, and better understand the differences between our two
cultures. Broadening their minds, could be useful to them in the future.
On that day, the children wrote some of their favorite words and their names in Japanese characters;
Kanji and hiragana. A volunteer commented, “It was difficult to help children that do not speak English, but
we were able to accomplish our goal by interacting with gestures and illustrations.”

■日本の高校生が”キャリアを学びに”やって来ました！ー2月/ Global Leadership Study Tour
私たちが力を入れている活動の1つに”グローバルリーダーの育成”があります。未来を担う若者たちが自分
たちの可能性を世界へと広げるお手伝いをしたいーその願いを込めてNYでスタディツアー を企画してい
ます。2月には、埼玉県にある学校法人智香寺学園正智深谷
高等学校の生徒48名がキャリア研修旅行でNYを訪れまし
た。NY de Volunteerは下記の活動をアレンジしました。
①正智深谷高校生が準備したクイズや日本の遊び紹介を通し
て交流会。 ②企業訪問では、グローバルに働くことはどん
なことかを学び、社員・職員の方々に英語でインタビューを
します。 ③講演者は2名。それぞれが自身の経験から、行動
すること・視点を変えることの大切さを語りかけました。
④NYの様々な企業で働く20名の社会人と交流。高校生たち
が自分たちから大人に話しかけて、仕事について質問をしま
した。
2日間の中で、積極性・自分への自信が芽生えた高校生た
ち。「日本では声が小さくてシャイで心配していましたが、
今では別人のようにキラキラしている。とても誇りに思いま
す」と引率教員の1人である井上先生が話してくれました。
私たちスタッフも、高校生たちが”頑張って、一歩踏み出そ
う”とする姿、そして実際に自分たちの殻を見事に破る姿を
間近で見て、挑戦することの大切さを改めて感じることがで
きました。
新型コロナウイルスの影響で、3月に予定されていた別のスタディツアーはキャンセルと なってしまいま
したが、今後、安全な環境が取り戻されたら、たくさんの若者たちがNYで”新しい一歩”を踏み出すサポー
トをしていきたいです。
In February, forty-eight Japanese high school students came to New York for a study tour. The purpose of
the tour was to develop their vision of a career. NY de Volunteer prepared four programs for them.
1: A cultural exchange with local college students.
2: A global company's office visit.
3: A lecture by two successful Japanese New Yorkers.
4: A networking experience with twenty adults who work in New York.
Through these programs, the students have grown a lot. Before coming to New York, they were shy and
seemed to not have confidence. However, at the programs, they challenged themselves, and even though
they made mistakes, they never gave up. It impressed us, and we hope that we can support as many
young people as possible in the future.

■2月 折り紙で手裏剣作りー日本文化紹介プログラム / Let’s fold “ninjya star” by origami
2月末にはチャイナタウンの公共施設(Alfred E.Smith
Recreation Center)にて、子供達のアフタースクールの活
動としてEJCを行いました。
この日は折り紙で手裏剣を折ろうというテーマです。小学
校1年生から6年生までに当たる様々な年齢の子供達が集ま
り、手裏剣の折り方をレクチャーしながら交流をしまし
た。折り紙が初めてという子供もいましたが、ボランティ
アが丁寧に折り方を教えたり、時には子供の分を折ってあ
げたりしながら、全員の子供が自分のオリジナルのカラー
で手裏剣を作ることができました。終始賑やかで元気いっ
ぱいな子供達でした。
参加されたボランティアの方からは「子ども達と触れ合え
て楽しかった。ボランティアは自分も楽しめることが一番長続きできると思います。」という感想をいた
だきました。
In late February, we conducted the Explore Japanese Culture Program for children at the Alfred E. Smith
Recreation Center after-school program in Chinatown. We taught them how to fold ninja stars by origami.
There were some children who had never folded origami, but after we talked and showed them how to do
it, they became able to fold ninja stars with origami in their favorite colors. All the participants, including
both the volunteers and children, enjoyed the activities of the day.

オンライン活動 Online Programs
３月末から６月までの間は、新型コロナウイルスの影響で自宅待機勧告が出て学校も閉鎖され、通常通り
の活動ができない日々が続きました。そんな状況の中、少しでも学校や子供たちの役に立ちたいという思
いで、様々なプログラムを実施しました。
From late March to June, we were not able to organize our usual programs due to Covid-19. However, we
managed to run various online programs so that we could continue to be useful to the community.

■オンラインで日本文化をNYC高校生に紹介 / Online EJC
過去のプログラムで関わりのあったブロンクスのWorld View High SchoolとBronx Collaborative High
Schoolで日本語を学んでいる学生に向けて、食べ物やアニメ、キャラクター、制服などのテーマを通して
日本文化を伝えました。食べ物の名前でしりとりをしたり、様々なキャラクターの名前と生まれた国を当

てるクイズをしたり、オンラインのチャット機能を駆使して大盛り上がりのプログラムとなりました。こ
の非常時に自宅学習を続ける子供たちへ、笑顔を届けることができました。
We did a series of online presentations for the students who are studying Japanese at World View High
School and Bronx Collaborative High School. The students learned about Japanese food, Anime
characters and school uniforms. All sessions were quite interactive using the chat function on Zoom and
Google classroom and we were glad to bring some fun learning experiences to the students during this
difficult time.

＊日本の地域をスライドを使って紹介しました（左）。説明をするボランティアとスタッフ（右）

■未来のスタッフ候補に向けてーオンライン説明会 / Information session for prospective staff
この数ヶ月間は例年実施してきたプログラムがキャンセルとなったこともあり、今後の団体運営について
オンラインで話し合いを重ねてきました。安定した運営には常時複数名のスタッフが必要なため、５月に
は新規スタッフ募集のためオンラインの説明会も実施しました。ボランティアやNPOの運営に興味のある
方数名に参加頂き、NY de Volunteerの目的と活動内容をビデオを交えて紹介しました。今後も定期的にス
タッフ説明会を開き、NY de Volunteerの輪を広げていきたいと思います。
Covid-19 pandemic and stay at home order has given us time to proactively think about what we need to
do to continue our organization, and we decided to use this opportunity to hold an online information
session for the people who are interested in joining our operations staff. It is essential for us to always have
enough operations staff members to continue to run quality programs for the communities in need.

■交流のある学校・施設へ動画プレゼント/making videos for the school and the nurshing home
オンラインでのプログラム実施以外にも、これまで交
流のあった学校や施設の方々に対して、「元気が出る
ような何か」ができないか？とスタッフでアイデアを
出し合い、ビデオを贈ることになりました。
1月に訪問したPS35Qの子供達に向けて、家で遊べる
ような”簡単な日本の遊び”を紹介したり、”日本の家の
様子”を撮影して見せたり。家からでも、”楽しく異文
化に触れる”ことで、気持ちが少しでも明るくなるよう
にと願いを込めて、合計6本のビデオを作成、送付しま
した。
毎年6月は、Japanese Spa Dayという、NY市
の高齢者施設をプロのヘアメイクの方々と共に
訪問して入居者の方々にネイル、ヘアカット、
メイクなどを行うイベントを行ってきました。
今年は実施できませんでしたが、入居者の方々
に何か届けたい、ということでこれまでのSpa
Dayの写真をもとにメッセージビデオを作成、
施設の方から「楽しい思い出が蘇った」と喜ん
でいただきました。高齢者の方々の輝くような
笑顔がいっぱいのビデオー彼らの笑顔にまた会
える日を私たちも楽しみにしています。
We made several videos which introduce Japanese traditional play, which students could do at home, and
sent it to PS35Q elementary school. We hope the kids enjoyed them.
Also, we made a video for the nursing home in NYC we usually visit every June for beauty service
volunteering. This year we had to skip the event, so sent the video which showed last year's event photos.
---------------------------------------------------------------------------

2020年前半は、私たちの活動意義を改めて実感した6ヶ月でした。人種・言語・文化・出身国の垣根を超
えて友情を育むことの大切さを改めて心に刻み、コミュニティーに寄り添った活動を続けて参りたいと思
います。
The past 6 months has reminded us of the importance of nurturing friendships between individuals of
different cultures and ethnic backgrounds. We are committed to serve our communities and promote
intercultural communication through various cultural programs.

---------------------------------------------------------------------------

Staff Shout Out
1〜6月の間にスタッフに加わったメンバー、卒業したメンバーです。
■Newcomers... Kozue Inui, Hitomi Matsuzaki, Arisa Ohira, Josh Greenfield, Genesis Avellaneda!
■Thank you for... Junko Oka, Manami Komatsu, Risako Yamashita, Natsuki Kagei!
みんな、団体運営や、様々な活動に対して精力的に頑張ってくれました。お疲れ様でした。

---------------------------------------------------------------------------

Information
■ブログリニューアル/Blog renewal
2020年5月より、ブログをリニューアルしました。私たちの活動の詳細をお届けしています。どうぞご覧
ください。
We renewed our blog back in May 2020. We detail our activities there. Please have a look.
https://nydevolunteer.hatenablog.com/

■運営スタッフ募集/Volunteer staff wanted
NY de Volunteerでは、私たちと一緒に運営に携わってくださる運営ボランティアスタッフを募集していま
す。活動の企画準備から団体の運営まで、役割は多岐に渡りますが、現役運営スタッフがサポートするの
でご安心ください。週に一度ミーティングを行なっています（現在はzoomを利用）。
人が入れ替わっても、スタッフ達の優しく和気藹々とした雰囲気は一貫しており、スタッフを卒業される
方々は「他ではできない良い経験ができた」「素晴らしい仲間に出会えた」と、皆さん名残惜しく去って
いきます。ぜひあなたも一緒に活動しませんか？お問い合わせは info@nydevolunteer.orgまで。
We have been looking for volunteer staff members who would like to work with us. If you are interested,
please don’t hesitate to contact us by email info@nydevolunteer.org .
■今後の活動/upcoming events
私たちはオンラインEJCプログラムを今後も継続していく予定です。各活動に参加していただけるボラン
ティアの募集を考えています。メールマガジンにて案内しますので、ぜひ一緒にオンラインEJCプログラ
ムを盛り上げていただければ幸いです。ご参加お待ちしています。
We plan another online Explore Japanese Culture program in the future. We'll let you know updates by
email.

