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┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃【冬休みのキャンプ・スクール】ご案内 

┃２┃【西日本豪雨】広島ワークキャンプ報告 

┃３┃【学生ボランティア募集】子どものキャンプ・野外活動 

┃４┃【お知らせ】講演会、イベントなど 

┃５┃【近況報告】各部のブログより 

┃６┃【会員のみなさまへ】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

猛暑から一転、急に涼しくなりましたね。 

 

さて東京ＹＭＣＡはあさって 9 月 23 日、「第 32 回東京ＹＭＣＡインターナショナル・チャリテ

ィーラン」を開催します。例年、ランナーやボランティア、応援者など総勢 1500 人ほどが集ま

るにぎやかな駅伝大会です。 

 

さらに今年は西日本豪雨災害のチャリティーイベントとして、大会前の早朝に「気球体験会」も

開催！ ぜひお立ちよりください。 

 

▽チャリティーランの詳細はこちら 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/04/20180412-01.html 

＊気球体験会のご案内は、下記に掲載しています。 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃１┃【冬休みのキャンプ・スクール】ご案内 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

10 月 12 日より、冬休みのキャンプ・スクールの受付が始まります。（本会員の先行予約は 10

月 10 日～）。 

今年もスキーキャンプ、日帰りデイキャンプ、プール、短期英語クラスなど約 30 のプログラム

をご用意して、皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

●スキーキャンプの写真集を公開しました！ 

 http://tokyo.ymca.or.jp/camp/ski_photo.html 

http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/04/20180412-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/ski_photo.html


 

●各クラスの詳細は、以下からご覧ください。 

 http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180914-02.html 

 

●先行予約をなさる「本会員」の方は、番号確認など準備をお願いします。 

 http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/09/20180921-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃２┃【西日本豪雨】広島ワークキャンプ報告～被災地の近況 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

西日本豪雨から 2 カ月半。今も至る所に土砂が残る被災地で、広島ＹＭＣＡは安芸区のボラン

ティアセンターと協力して全国のボランティアを受け入れ、支援活動を継続しています。 

 

9 月 10 日～14 日に泥かき作業をしてきた東京ＹＭＣＡ職員の沖津桃さんに、現地の様子を聞き

ました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180921-01.html 

 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃３┃【学生ボランティア募集】子どものキャンプ・野外活動 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

子どもたちの野外活動やキャンプで、事前準備から当日の運営までを担う「ボランティアリーダ

ー」を募集しています。 

ただいま各地で説明会を開催中。18 歳以上の主に学生の方で、子どもたちと一緒に活動しよう

という意欲のある方、ぜひお待ちしています！ 

 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/04/20170202-1.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃４┃【イベントお知らせ】 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【講演会】ロサンゼルス・ドジャース日本担当顧問 鈴木陽吾氏（10/11） 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180914-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/09/20180921-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180921-01.html
http://tokyo.ymca.or.jp/volunteer/2018/04/20170202-1.html


「野球経験なしでスカウトに転身した」として各界から注目されている鈴木陽吾氏を迎え、「現

場から見たメジャーリーグの今」をテーマにお話を伺います。鈴木氏は「東京ＹＭＣＡ山中家族

キャンプ」の永年の参加者でもあります。ぜひご参加ください。 

 

【日 時】10 月 11 日（木）12:00 ～13:30 

【参加費】3,000 円（食事なし 1,500 円） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180914-1.html 

 

 

 

●【チャリティー気球体験会】西日本豪雨災害復興支援へ（9/23） 

「気球を使って被災地を応援したい」と、東京江東ワイズメンズクラブなど多くの協力により、

気球体験搭乗会を開催することになりました。 

参加費無料で気球にご搭乗いただき、任意で募金をお願いいたします。気球に乗れるチャンスで

もあります。ぜひこの機会にご体験ください。 

【日 時】9 月 23 日（日）7:00～10:00 

【会 場】都立木場公園 

▽ http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/09/20180907.html 

 

 

 

●【参加者募集】障がいのある子どもたちのスポーツ体験「DREAM クラス」（10/14） 

障がいのある子どもたちに気軽にスポーツを体験してほしいと、三菱商事と共催で行なっている

参加費無料の体験クラスです。 

次回はなわとびと水泳を予定しています。 

【日 時】10 月 14 日（日）13：00～16：30 

【場 所】東京ＹＭＣＡ東陽町センター（江東区東陽） 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180920-02.html 

 

 

●【バザー開催】南コミュニティーセンター（世田谷区）10/21 

年に一度のバザーです。今年も会員やボランティアリーダーOBOG たちが実行委員となって準

備をすすめています。ぜひお立ち寄りください。 

【日 時】10 月 21 日（日）11:30～15:30 

【場 所】南コミュニティーセンター 

  （世田谷区宮坂／経堂駅から徒歩 3 分） 

【内 容】献品市、子ども広場、軽食コーナー、餅つき、抽選会 

▽問合せは南コミュニティーセンターへ 

 http://tokyo.ymca.or.jp/community/minami.html 

http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180914-1.html
http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/09/20180907.html
http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180920-02.html
http://tokyo.ymca.or.jp/community/minami.html


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃５┃近況報告 ――  各部のブログより 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●【感謝報告】国際協力街頭募金 

バングラデシュの教育支援などのため 9 月 15 日、新宿駅周辺で国際協力街頭募金を実施。会員

や学生など総勢 196 人で呼びかけを行なった結果、募金総額は 213,467 円となりました。 

ご支援ありがとうございました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/support/2018/09/20180919-1.html 

 

 

●【東陽町コミュニティーセンター】災害スタディ開催 

自分たちの住む街を防災の観点から学ぼうと 9 月 8 日、東陽町センターで「災害スタディ」を

開催。江東区防災課係長の今井知明氏から「災害時には、公的救助は不足するため、自助・共助

が 9 割になる」など、日ごろの備えの大切さについて講演を聴き、その後実際に東陽町の「街

歩きプログラム」を行ないました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180911-02.html 

 

 

●【東陽町コミュニティーセンター】にほんごカフェ第 1 回開催 

在日外国籍の方と交流する新規プログラム「にほんご de Cafe 」が 9 月 6 日にスタート。初回

は韓国のお母さんが赤ちゃんを連れて参加するなど、皆でお茶を囲みながら楽しくおしゃべりし

ました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180907-02.html 

 

 

●【山手センター】「しんじゅく防災フェスタ」に参加 

9 月 2 日、新宿区が開催した「しんじゅく防災フェスタ」に山手センターは実行委員として参加。

当日はボランティアリーダーたちが子ども向けの防災プログラムを担当するなどして活躍しま

した。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180911-01.html 

 

 

●【医療福祉専門学校】校内合同就職説明会に、25 施設参加 

作業療法科の 2,3 年生を対象に 8 月 30 日、就職説明会「ジョブカフェ」を開催。25 施設が参加

くださり、学生たちは自分の興味ある施設の方からじっくりと話を聞くことができました。 

▽http://tokyo.ymca.ac.jp/ifs/occupationaltherapy_blog/002357.html 
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●【キッズワールドカップ in 韓国】東京チームが第 3 位に 

アジア各国の小学生が集まる「第 9 回ＹＭＣＡキッズワールドカップ in 韓国」が 8 月 6～10

日、ソウルで開催され、台湾、香港、日本、韓国から約 100 人が参加。東京ＹＭＣＡからは 7

人が出場し 3 位に入賞しました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/news/2018/09/20180906-01.html 

 

 

●【江東ＹＭＣＡ幼稚園】近況 

猛暑日が続いた７・８月。水あそびやクッキングなどを楽しむ園児たちの様子をアップしました。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/kindergarten/news/2018/09/20180920.html 

 

 

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃６┃会員のみなさまへ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

●ソフトボール大会のお知らせ（10/8） 

ＹＭＣＡの会員、学生、ボランティア、ワイズメンズクラブ、職員などの交流を目的に開催して

いる「オール東京ＹＭＣＡ・近隣ＹＭＣＡ会員 

ソフトボール大会」を開催します。留学生や子どもたち、本格的なプレーヤーまでさまざまな人

たちが集まる楽しい大会です。 

お気軽にご参加ください。 

 

【日 時】10 月 8 日（祝月）9：30～16：30 

【場 所】東京健保組合大宮運動場内 

＊受付締切り 9 月 25 日 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/community/2018/09/20180914-01.html 

 

 

●冬のキャンプ・スクールにお申込み予定の会員みなさまへ 

上記でもご案内しておりますが、東京ＹＭＣＡ会員等の方は、一般の方よりも 2 日早く「先行

予約」ができます。 

昨今キャンプのお申込みが増えておりますので、参加ご希望の方はぜひ以下をご覧の上、先行予

約の準備をお勧めします。 

▽http://tokyo.ymca.or.jp/camp/2018/09/20180921-01.html 
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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 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

 

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）  

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+ 

■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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発行元：公益財団法人東京ＹＭＣＡ 広報室 

http://tokyo.ymca.or.jp/ 

所在地：〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 日本キリスト教会館 6 階 

電 話：03-6302-1960 
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ツイッター：https://twitter.com/Tokyo_YMCA 
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