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┃１┃熊本ＹＭＣＡからお便りがきました 
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熊本大地震から 1 年 8 カ月。今も 4 万人以上が避難生活を送る中、熊本ＹＭＣＡは 
「仮設団地⽀え合いセンター」を受託運営し、相談や交流事業を続けています。 
 
昨日、「避難者のバス旅⾏を実施した様⼦が、読売新聞九州ブロックに掲載 
されました」と、熊本ＹＭＣＡからお知らせがありました。 
 
記事には、5 畳 1Ｋの仮設で暮らすご夫妻の「不満は⾔わない。みじめになる 
から」などの⾔葉も紹介されており、被災地の⼼がうかがえます。 
▽掲載紙はこちら 
 http://tokyo.ymca.or.jp/support/upload_images/yomiuri20171205.pdf 
 
熊本ＹＭＣＡは、今も毎週フェイスブックを更新し、近況を発信しています。 
本日は、フォトジャーナリスト 安田菜津紀さんが電撃訪問された記事がアップ 
されました。ぜひフォローください。 
▽https://www.facebook.com/ymca.kumamoto/ 
 
 
まもなくクリスマスです。 
被災地の皆さまに、幸せなクリスマスが訪れるよう願ってやみません。 
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┃２┃イベント等ご案内 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
●【⼦育て講演会】リオ五輪⾦メダリスト・⾦藤理絵⽒による⼦育て論 
 
⼦育て中の保護者が自信をもって育児を楽しめるようにと、東京ＹＭＣＡの 
会員・職員有志や企業の協⼒で開催している「⼦育て講演会」。 
 



第 12 回はリオ五輪⾦メダリストの⾦藤理絵⽒をお迎えし、ご自⾝が育てられた 
経験をもとに、⼦育ての大切さについてお話うかがいます。 
【日時】1 月 27 日（土）10:00〜12:00、【会場】しののめＹＭＣＡこども園（江東区） 
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2017/11/kosodate.html 
 
 
●【ウォーキング】「国⽂学研究資料館、昭和記念公園」（ＷＨＯ） 
 
何かと⼼せわしい 12 月。1 日くらい⼼穏やかにと、和風のウォーキングを企画 
しました。静かなたたずまいの国⽂学研究資料館では、『伊勢物語』の古典籍 
の展⽰を⾒ます。昭和記念公園では、日本庭園をゆっくり味わいましょう。 
【日時】12 月 16 日（土）9︓45〜14︓30 頃 、【参加費】300 円（交通費別途） 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/201712-01.html 
 
 
●【参加者募集】障がい児のスポーツ体験「ドリームクラス」 
 
障がいのある⼦どもたちにスポーツの楽しさを体験してほしいと、月に１度 
開催中です。1 月はマットやボールスポーツに挑戦します。 
【日時】2018 年 1 月 7 日（日）13︓00〜16︓30、【会場】有明スポーツセンター 
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2017/12/20171207-01.html 
 
 
●【東陽町センター】クリスマスオープンハウス 
 
バザー、フリマ、大抽選会、模擬店、ゴスペルコンサート、⼦どもクラス 
発表会など。今年も地域の皆さまと共に開催します。 
【日時】12 月 23 日（土・祝）、【会場】東陽町センター 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171208-02.html 
 
 
●【東日本大震災復興⽀援】リフレッシュキャンプ参加者募集中 
 
2011 年から、三菱商事の協賛により開催しているキャンプです。主に放射能 
の不安をかかえる福島のご家族を対象に、これまで 70 回以上実施。約 2700 人 
が参加されました。次回は雪の美しい妙高高原で開催します。ご参加ください。 
【日程】2018 年 2 月 10 日〜12 日（2 泊 3 日）【場所】妙高高原ロッジ 
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2017/12/2018210-12.html 
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┃３┃お知らせ 
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●【奨学⾦を新設】医療福祉専門学校、介護福祉科・留学生対象 
 
日本で介護福祉⼠を目指す外国人留学生を応援するため、ＹＭＣＡ独自の 
奨学⾦・報奨⾦（給付型）を新設しました。 
【対象者】私費留学生（※他、詳しい条件はリンク先をご覧ください） 
http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/guide/gakuhishien.html 
 
 
●【ボランティアリーダー募集】ＮＹフロストバレー2018 夏 
 
ニューヨーク州の広大なＹＭＣＡキャンプ場「フロストバレー」で、2018 年 
夏に開催される、日系の⼦どもたち対象のサマーキャンプボランティアを募集 
します。ご興味ある方はぜひ、事前説明会にお越しください。 
【日時】1 月 13 日（土）18︓00〜19︓00、2 月 10 日（土）18︓00〜19︓00 
【会場】東京ＹＭＣＡ東陽町センター 
http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2017/12/fvsummer.html 
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┃４┃各部のブログより―― 近況報告 
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●【江東センター】小学生 30 人が伊⾖大島でサッカー交流 
 
2013 年 10 月に伊⾖大島を襲った台風 26 号から４年。江東センターの⼦ども 
たちは、災害⽀援活動をきっかけに知り合った伊⾖大島のサッカーチーム 
「大島マリンズＦＣ」と交流を続けています。 
11 月 25〜26 日、小学生 30 人が伊⾖大島を訪問。共に試合や観光を楽しみました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171208-01.html 
 
 
 
 
 
 



●【会員部】「ソシアス 2017」を開催しました 
 
東京ＹＭＣＡの会員が年に⼀度集まってＹＭＣＡについて考ぶ「ソシアス 
フォーラム」。今年はより参加しやすいよう「ソシアス 2017」と名称を変更し、 
バーベキューを⾏うなどして、会員・職員が親睦を深めました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171205-02.html 
 
 
●【⻄東京センター】秋まつりを初開催 
 
「地域に開かれた大きなプログラムをやりたい」――そんな会員たちの 
熱意によって 11 月 23 日、⻄東京コミュニティーセンター初の「ＹＭＣＡ 
秋まつり」が開催されました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171206.html 
 
 
●【東雲センター】乳幼児親⼦の運動遊び「にじいろ広場」がスタート︕ 
 
東京ＹＭＣＡ社会体育・保育専門学校で「こどもスポーツ」を学ぶ学生たちが、 
⼦どもの運動遊び「にじいろ広場」を企画。初回の 11 月 17 日には、乳幼児親⼦  
8 組 17 人が参加、パネルシアターや自由遊び、サーキット運動などを楽しみました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/11/20171122-1.html 
 
 
●【グランチャ東雲】「わいわいハロウィン in しののめ」に 1000 人参加 
 
東雲地域でＹＭＣＡが運営する 5 つの施設を巡る「わいわいハロウィン in 
しののめ」。今年 10 月 25 日は雨でスタンプラリーは中止となりましたが、 
お菓⼦のみ配布したところ、仮装した親⼦延べ 1,000 人が来場されました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/grancha/report/2017/12/20171204-2.html 
 
 
●【山手センター】発達障がいのある⼦どもたちが「東京ドイツ村」へ遠足 
 
小学生グループ「きらきら」と中高生グループ「はらっぱ」は、東京ドイツ村に遠足へ。 
芝生の斜⾯を転がったり、ボートを漕いだり、⻤ごっこしたりとのびのびと過ごしました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/11/20171124-02.html 
 
 



●【江東ＹＭＣＡ】バザーを開催しました 
 
11 月 5 日、恒例の「江東ＹＭＣＡバザー」を開催。模擬店、献品市、ゲームコーナー、 
抽選会、キャンプソングなど今年も大盛況。益⾦は 140 万円にのぼりました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171206-2.html 
 
 
●【⻄東京センター】「シャベルズ」が街頭募⾦ 
 
知的障がいのある方のグループ「シャベルズ・いづみの会」が 11 月 19 日、 
熊本大地震の復興⽀援のため、国⽴駅前で街頭募⾦活動を⾏いました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/11/20171124-01.html 
 
 
●【⻄東京センター】野外グループ活動「にこにこ」「ロビンソン」近況 
 
月に１度の野外グループ活動「にこにこ（幼児）」と「ロビンソン（小学生）」 
の活動報告をアップしました。楽しい活動の様⼦をご覧ください。 
 
◇11 月︓府中の森公園、平和の森公園で秋を満喫 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/12/20171207-01.html 
 
◇10 月︓「高尾の森わくわくビレッジ」で 1 泊 2 日 
http://tokyo.ymca.or.jp/community/2017/11/20171207-03.html 
 
 
●【江東ＹＭＣＡ幼稚園】10 月の「園の様⼦」をアップしました 
 
みんなで「おいも掘り」に⾏った後、年少さんはおいもパーティ、年中さんは 
おいもアート作り、年⻑さんは自分たちで仕込んだお味噌を使って、おいもの 
スープパーティを開きました。 
http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2017/11/20171124.html 
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┃５┃クリスマス募⾦のお願い 〜輝くいのちを明日につなげよう〜 
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東京ＹＭＣＡは例年クリスマスの時期に、募⾦のお願いをしています。 
今年も、さまざまな困難の中で苦しんでいる方のため、私たちのできることを持ち寄り、共に生きるための小さな
働きかけをしたいと思います。 
現在受け付けている募⾦は以下です。ご協⼒をお願いします。 
 ・東日本大震災復興⽀援募⾦ 
 ・熊本地震⽀援募⾦ 
 ・フレンドシップファンド 
 ・国際協⼒募⾦ 
 ・障がい児プログラム⽀援募⾦ 
 
◇下記サイトでは、クレジットカードでの募⾦を受け付けております。 
https://fundexapp.jp/tokyo.ymca.or.jp/exp/explanation.htm 
 
◇募⾦内容の詳細は下記をご覧ください。 
http://tokyo.ymca.or.jp/support/ 
 
【問合せ】東京ＹＭＣＡ会員部 
 電話︓03-3615-5568、メール︓kaiin@tokyoymca.org 
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┌──┐ ご意⾒ご感想などございましたら 
│＼／│ 広報室までメールにてご連絡ください。 
└──┘ tokyoymca-mm@tokyoymca.org 
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このメールマガジンは、公益財団法人東京ＹＭＣＡ広報室が発⾏し、送付を希望された方や、 
会員・賛助会員、活動にご参加いただいた方などにお送りしています。 
配信の停止・配信先の変更などは、下記宛にメールでご連絡くださいますようお願いします。   
 
＊「MS ゴシック」などの等幅フォントでご覧いただくときれいに表⽰されます。  
＊月に 1〜2 回、不定期で配信しています。  
＊メール内の⽂章、またリンク先の画像などを東京ＹＭＣＡの了承なく複製、転⽤することを禁じます。 
 （ただし「転送」は歓迎です。ぜひご知友等に拡散ください）  
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■メールマガジンの申込み、配信の停止、配信先の変更は、下記からお手続きをお願いします。  
https://tokyo.ymca.or.jp/about/mailmagajine-form.html  
 
■バックナンバーは以下でご覧いただけます。  
http://tokyo.ymca.or.jp/about/backnumber.html  
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+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 
              Copyright (c) Tokyo YMCA 2017 All Rights Reserved. 
 
 


